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 今月の言葉      与えられた能力を生かす 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 事 業 所 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

◆         商  号   株式会社 ケイプロ               https://k-puro.co.jp 

◆         屋  号   都市防犯プランニング社              mail  info@k-puro.co.jp 

◆         本    社    埼玉県蕨市中央 1-7-1 シティタワー蕨   TEL   048-446-9445 

◆         千葉支店     千葉県千葉市中央区新町 1-20 江澤ビル    TEL   043-243-6110 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 業 務 内 容 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

機械警備      弊社のセキュリティプランに SECOM・ALSOK・CSP のインフラを使用 

防犯カメラ    周辺環境・建物構造・人的要因・犯罪データを分析し有効適切な位置へ設置 

メンテナンス  消防設備点検・工事から AED 斡旋のメンテナンス業務 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 加 盟 団 体 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

RID2770   川口モーニングロータリークラブ      http://kawaguchi-morning.jp/ 

NPO 法人   さいたま起業家協議会              https://saitama-kk.org/  

公益社団法人 千葉東法人会               http://www.chibahojin.jp/  

一般社団法人  千葉市中央区倫理法人会             http://www.rinri-chiba.org/  

公益財団法人  モラロジー研究所                     http://www.moralogy.jp/  

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 応 援 団 体 企 業 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

私たちの人生は一度きりです。 

しかも他の誰かに代わってもらうことはできないのですから、

自分の人生に責任を持つとともに、自分自身を大切にしたい

ものです。 

その中で、与えられた能力や可能性を伸ばしていきましょう。

運動が得意な人、計算が得意な人、手先が器用な人など、人間は一人ひとり違った能力を持

っています。 

それを自分一人のためではなく、社会のために生かしていくのです。 

誰かの幸せのために自分を役立てることができたとき、心の中に喜びが生まれ、自分自身も

成長していけるのではないでしょうか。 

https://k-puro.co.jp/
https://saitama-kk.org/
http://www.chibahojin.jp/
http://www.rinri-chiba.org/
http://www.moralogy.jp/
https://www.endpolio.org/ja


  K-PURO 社是 ： お客様の満足度 道徳経済一体型思想 ありがとうの心と感謝の心 

 

K-PURO６つのモットー 誠実・正確・強力・スピード・信頼・笑顔                   

 今月の良い話    貧しても鈍するな 

一人のあんちゃんが、幼い時に私の手を引いて、よく原っぱへ 

紙芝居を見に連れて行ってくれたんです。その紙芝居を見るのに、

貧しくて当時、一銭のお金がないんですよ。 

後ろのほうで気兼ねな思いをしながら、見てたんですが、ある時

そのあんちゃんが、襟首をつかまれてね。 

「このガキは毎日毎日ふてえガキだ」と言われて、みんなの前で 

ピーンとほっぺたを叩かれるんですね。その時に泣き出せば、 

それで終わったんですね。あんちゃん、泣かなかった。 

なぜかというと、後ろにね、弟の私がいるから、くうっと渾身の

力で私のほうを見ている。 

泣かないものだから、おじさんが「何て強情なガキだ」というん

で、反対のほっぺたを叩かれて、ほっぺたが両方、真っ赤になり

ました。 

その時の印象は、おじさんの手が大きくて野球のグローブのような印象がありましたね。 

私は背筋がゾクゾクして震え上がったのを、いまだに覚えています。 

やがて、その紙芝居のおじさんから解放されて、あんちゃんは一滴も涙を流さないんですよ。 

で、棒切れを拾いましてね。いまから考えると、秋のことでした。 

まんじゅしゃげの花がいっぱいに咲いているのを、全部、折っちゃいました。 

何ともやりきれない思いで、私はあんちゃんの後ろをとぼとぼとついて行った経験がある。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

このあんちゃんが、小学校を終えるとすぐ、私の家はおやじが日本刺繍をやっていたので、 

その跡取りになって、そのあんちゃんの働きによって、私が旧制の中学校にやってもらった

んです。で、私が旧制中学の四年生の時にそのあんちゃんは兵隊に行くわけですが、ある時、

裸電球を真ん中に置いて、夜なべで刺繍してた。 

私はちゃぶ台の古いのを置いて勉強していたんですね。その時に、あんちゃんが、 

「みつをなあ、おまえも来年は最上級学生だな。最上級学生になると、下級生を殴るという    

話を俺は聞いたが、おまえだけは下級生を殴るような、そういう上級生にならないでくれ」 

「無抵抗な者をいじめる人間なんていうのは人間として最低のクズだぞ」 

ということを、針を運びながらね、懇々と言うんですよ。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

「ああ、紙芝居のおじさんに叩かれたという 心の傷が深ーいところにあって、それから 

出てくるんだろうな」と、私はピンピン分かったんですね。 

それで、その後に刺繍の手を止めて、私の足先を指差してね。 

「おまえの足な、足袋に穴っぽがあいてるけれども、ボロな足袋をはいていることは、 

一向に恥ずかしいことはないぞ」と。 

「そのボロな足袋をはいていることによって、心が貧しくなることが恥ずかしいんだ。 

その足袋の穴から、いつでもお天道さまを見てろ」と。 

これは、私のあんちゃん、偉かったなと思うんですね。 

で「いつでも心は貴族のような心を持っていてくれ」。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

三つ目に、「貧しても鈍するな」。この言葉の意味を当時、私は分かりませんでしたが、 

「どんなに貧しくても、卑しい根性を持つな」ということですね。 

そして、もう一人のあんちゃんは、こういうことを言いました。 

「同じ男として生きる以上は、自分の心のどん底が納得する生き方をしろよ」と。 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

故 相田みつを（書家）                     記事提供 致知出版社 
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今月の良い話    国の防衛を他国に任せる危険性 

ロシアがウクライナに侵攻し、国際社会に衝撃が走っています。 

この危機は決して日本に関係ないことではありません。 

2013 年から 14 年にかけ、親ロ派政権の成立に反発するウクライナ人の学生デモが国中を 

巻き込む危機に発展、ロシアによる国土侵攻を招いた際に 18 歳だったアンドリー・ナザレン

コさん。祖国を惇倫された経験を持つナザレンコさんが語る日本社会へのメッセージとは。 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

侵略という恐ろしい体験をしてきた私は、日本の方が次のような発言をするのを聞いて非常

に驚きました。 

「軍隊をなくして隣国の脅威にならなければ攻められない」 

「どんな争いも、平和を訴え、話し合いさえすれば解決できる」 

「集団的自衛権を認めたら、他国の争いに巻き込まれるから危険だ」 

こうした主張をする方々には、ぜひウクライナの辿った道を学んでいただ

きたいと私は思います。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ウクライナは核兵器を放棄し、100 万人の軍隊を 5 分の 1 の 20 万人に縮小し、大国の対立に

巻き込まれないよう軍事同盟にも一切加盟しませんでした。 

さらに、兵器をロシアに譲る代わりにブダペスト協定書という国際条約を結び、ロシア、 

アメリカ、イギリス、フランスがウクライナを守るという約束を交わしました。 

ところが、その当事者であるロシアによって侵略されたのです。 

他国との条約がいかに当てにならないものであるか、そして国の防衛を他国に委ねることが

いかに危険であるか。ウクライナの失敗が、このことをハッキリと物語っています。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

条約が破られたら国際社会が何とかしてくれる、と期待している日本の方は多いようです。

しかし、ウクライナが侵略を受けた時に、一緒に戦い、守ってくれる国は一切ありませんで

した。 

当時のアメリカはオバマ政権でしたが、ロシアの侵略を口先で批判するばかりで、具体的な

行動は何も起こしませんでした。 

ウクライナばかりではありません。 

チベットもウイグルも香港も、侵略や弾圧によって人々の自由が理不尽に奪われていること

に対して、国連は批判こそしますが、行動は起こしません。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

尖閣諸島はアメリカが守ってくれるから大丈夫、というのも危険な考え方です。 

アメリカが追求しているのはあくまでも自国の国益であり、いくら同盟国の領土であっても、

自国の国益に合致しない限り行動を起こすことはありません。 

以前出会ったある日本の方は、自分の息子が戦争で亡くなるのは嫌だから、アメリカ人が 

戦えばいいとおっしゃっていました。 

しかし、戦いもしない日本人の代わりに、アメリカ人が血を流して戦わなければならない 

道理がどこにあるのでしょうか。 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

アンドリー・ナザレンコ氏（ウクライナ出身評論家）       記事提供 致知出版社 
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■迷惑メールの種類                                 
①標的型メール（添付ファイル）→金融機関や官公庁の機密情報や顧客情報が狙い                            
②ウイルス型メール（メール内 URL または添付ファイル）→PC 内情報搾取や破壊が目的                                
③フィッシングメール（WEB サイトへ誘導）→クレジットカード情報の搾取が目的 

■迷惑メールの見分け方                               
①差出人がいつもと違うメールアドレスでないか？                       
②メールの宛先が正しく記載されているか？                      
③メール本文の日本語が不自然ではないか？ 

■スパムメール被害に遭わないための対策                       
①サーバーのフィルタリング設定をする                         
②迷惑メールフィルタを設定する                                
③メール受信許可アドレスや許可アドレスを設定する                    
④不審なメールは削除する                              
⑤添付ファイルやリンクは絶対に開かない                      
⑥セキュリティソフトのアンチスパム機能を設定する  
⑦一斉送信する際は、CC は使用せず BCC を利用する  
⑧ルーターも更新期間が終了しているものは買換える 

■スパムメールの添付ファイルを開いてしまった時の対処
①優先 LAN はケーブルを外す                            
②無線 LAN は WiFi をオフにする                           
③ウイルス感染していないかセキュリティソフトを起動しスキャンを行う                                               

 

 

医者 「おいくつになられますか？」 

患者 「もうすぐ 50 歳になります。」 

医者 「ならんでしょうな・・。」 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   

今月の表紙の花 ： 月桂樹「裏切り」                               

ロシアのウクライナへの侵攻は国際社会への裏切りであり、大きな衝撃を与えています。         

この時代に武力侵攻するようなことは発生しない、と世界中の多くの人が思っていたはずで

す。どうやらプーチン氏は裸の王様になってしまったようです。             

ナザレンコ氏が訴えられるように、自国の領土は自国で守るしかありません。戦争は誰しも

反対でしょうが、今こそ憲法改正の協議を真剣に始めなければならないと感じます。               

そんな中、所属する奉仕団体の一定の方へ向け、大量にスパムメールが配信されました。ど

うやら茨城県の建設会社の HP のセキュリティが脆弱で、そこのサーバーから経由されていた

ようです。CC で一斉にメール配信し、受信された方が ZIP ファイルをクリックしてしまい、

メールアドレスを搾取されたようです。幸い PC の乗っ取り等の被害は発生していないようで

すが、個人情報保護のためにも一斉送信の際は、CC 送信ではなく BCC 送信にされた方がい

いようです。                                                                           

注：プロ太とは、写真の K-PURO 番犬です （体長 10 メートル・体重 1 トン・無敵無敗） 

事件ファイル NO167   スパムメールの注意点 

 プロ太の小話集   NO167  『 トシ 』 


