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 今月の言葉      心の姿勢を振り返る習慣を 
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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・人的要因を分析し、用途に沿ったカメラ選別と設置 

メンテナンス  消防設備点検・消防設備工事の消防関連事業および AED 斡旋の管理業務 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 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  モラロジー道徳教育財団               http://www.moralogy.jp/  

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

 

 

アダチビバレッジサービス株式会社 

 

私たちは道徳の実行というと「あの人が悪い」「こうすべきだ」

というように、他人に求めてしまいがちです。 

しかし他人は自分の思い通りにはならないものです。 

自分のことは棚上げして他人にばかり 

実行を求めるのは、それこそ身勝手というものでしょう。 

まずは普段の心の姿勢や自分の言動を振り返ることが大切です。 

私たちは他人の短所や欠点、過失はよく見えても、自分のそれにはなかなか気づきません。 

特に心は目に見えないだけに、自分自身の心の姿勢を謙虚な気持ちで問い直す習慣を持ちた

いものです。 

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
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 今月の良い話  松下幸之助が新入社員に向けて放った２つの教え 

20 代に限らず、私が人生で最も影響を受けたのは、松下幸之助に他ならない。 

大学で様々な専門の知識を勉強したが、本当の生き方を教えられたのは会社に入ってからで

あり、もっと言えば、松下幸之助と出逢ってからである。 

とりわけ心に深く刻まれているのは新人研修での訓話だ。 

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

正確な言い回しは忘れてしまったが、 

「君らな、僕がいまから言う２つのことを守り通したら、 

松下電器の重役になれる」 

といったような前置きをした上でこう言った。 

「一つは、いい会社に入ったと思い続けられるかどうかや」 

誰でも入社したばかりの時はいい会社に入ったと思う。 

しかし、嫌な上司がいたり、意に沿わない仕事をさせられたり、

様々な不遇に遭う。 

それでもなお、いい会社を選んだと心から思えるかどうかは 

すごく大事なことだ、と。 

「人間、９割は自分ではどうにもならない運命のもとに生きている。 

その運命を呪ってはいけない。喜んで受け入れる。すると、運がよくなる」 

とも教えられた。 

世に数百万社あるといわれる中で、この会社に入ったというのは、縁や運としか言いようが

ない。その自分の運命を呪わず、前向きに喜んで受け止めていくと人生は好転する。 

これは会社のみならず、生まれた国や自分の容姿など、あらゆる境遇に当てはまると学んだ。 

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

「もう一つは、社会人になってお金が一番大事と思ったらあかんぞ。もちろんお金も大事 

やけどな、お金は失くしても取り戻せるんや。しかし、人生にはこれを失うと取り戻す 

のに大変苦労するものがある。それは信用や。信用を大事にせなあかん」 

この２つの言葉に強烈な衝撃を受けた。 

同時に、私の社会人生活の基本、考え方の根っこになった。 

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

不思議なもので、後年同期にこの話をしたところ、皆覚えていないと言う。 

当時の私は松下電器に入社したからには、重役になろうと思って真剣に聞いていたのだろう。

そこだけ鮮明に記憶していた。 

どういう意識で過ごしているか、すべては受け手の姿勢次第なのだとつくづく感じる。 

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

上甲 晃（志ネットワーク代表）                 記事提供 致知出版社 
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今月の良い話    松下幸之助の判断基準 

ある時、幸之助さんは 

「わしは創業期から従業員によう話をしたもんや。 

その後で時間があれば“なんぞ質問ないか” 

と聞くようにしていた。そしてパッと手の挙がる従業員の名前を覚えておく」 

と言われました。 

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

「覚えてどうなさるんですか」 

と聞くと 

「昇格」 

とおっしゃったんです。 

まさか、冗談だと思うでしょう？ 

するとこんな説明をしてくださったんですね。 

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

「わしは現場の情報を皆から得たくて聞いている。 

でも、もう一つ理由があるんやで。 

それは何か？ 

誰が松下を継いでくれるか、 

経営の幹部になってくれるか。 

後継者を求めているんや。 

わしが質問ないかと言った時にパッと反応できるためには、 

まず問題意識が必要や。 

また皆からええ格好しいと冷やかされるし、勇気も要る。 

でもわしが『質問ないか』と言った時に、 

これを絶好のチャンスと受け止めて行動で示せる、 

そういう逞しい人材を後継者にせずして会社の発展はない」 

と言うんですね。 

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

ニコニコと質問をしながらも、 

内心ではそういう考えを持ちながら 

行動されていたことにハッと目の覚める思いがしました。 

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

岩井 虔（PHP 研究所客員・元専務）              記事提供 致知出版社 
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法務省は昨年の犯罪情勢をまとめた令和３年版犯罪白書を公表した。          
昨年１年間の刑法犯認知件数は、前年比で約 18％減少。                 
直近 5 年平均の約２倍の減少率で、新型コロナウイルスが広がる中、犯罪は例年以上に減っ
ていたことが明らかになった。                           
一方、インターネットを利用した詐欺など、一部のサイバー犯罪は増加した。 

白書によると、昨年１年間の刑法犯認知件数は 61 万 4,231 件で、ピーク時の 285 万 4,061 件
（平成 14 年）から 18 年連続で減少。戦後最少を更新した。                
前年からの減少率は 17.9％で、27年～令和元年の５年間平均 9.2％の倍近い減少幅となった。
特に全体の約７割を占める窃盗事案が前年比で 21.6％減少。              
そのうち侵入盗は 23.7％、乗り物盗は 27.8％減少した。                 
例年５％前後の減少率だった傷害事案も、前年比で 10.5％減となった。 

法務省の担当者は「コロナで在宅者が増え、窃盗犯が民家に侵入しづらくなり、外出しない
ので突発的な自転車盗も減ったのではないか」と推測。                 
緊急事態宣言で他人や友人と直接顔をあわせる機会がなく、傷害事案の発生も抑えた可能性
があるとした。 

一方、一部のサイバー犯罪は増加傾向にある。                     
インターネットなどを使った詐欺の検挙件数は 1,297 件で、前年より 32.8％増加。ネットや
SNS（会員制交流サイト）を使った脅迫や名誉毀損罪の検挙人数も増加した。 

 

                                           

プーチンがクリミアの海で船遊びをしていたところ、突風が吹き船から落ちて溺れました。                 

それをたまたま通りかかった漁師が助けました。 

プーチン「何かしてほしいことはあるか。」 

漁  師「へい、わしが、閣下を助けたことを内緒にしてくださいまし。」

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

今月の表紙の花 ： カルミア「野心・裏切り」                               

現在パソコンを製造している大手の日本企業は、Panasonic くらいで、東芝や富士通、NEC

は名前こそ残っていますが、実質 PC 事業は外資の傘下となっているようです。          

反面、ｍouse などの準大手が差別化を図り、伸びてきているのは嬉しい限りです。            

さて、近年の大手企業でのデータ改ざんやリコール隠し、不適切会計のあまりの多さにいさ

さかゲンナリします。経営の神様と言われた松下幸之助翁が聞いたらどう思うでしょうか？

これらは国民に対する裏切り行為です。                       

知床遊覧船の事故は起こるべくして起きた人災です。目先の利益優先や誤魔化しが蔓延して

いる現在に最も必要なのは一人一人の道徳心とプロ意識だと改めて感じます。        

お天道様に堂々と胸を張って生きていきたいものです。                                                                      

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 NO169   令和 3 年犯罪白書概説 

 プロ太の小話集   NO169  『 国家機密 』 


