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ＡＬＳＯＫ・ＳＥＣＯＭを使用した弊社独自のセキュリティプランニング

■防犯カメラ事業■

全てのメーカーから費用対効果で最適な価格での提供とともに有効位置へ配置

■建物総合メンテナンス事業■

消防設備点検工事から建物外溝工事に至るまで全てのメンテナンス業の取扱い

■環境セキュリティ事業■

オリエントグレースエンジニアリング提携によるアスベスト除去工事
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■ （ＮＰＯ）さいたまＳＯＨＯ起業家協議会
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■ （社）千葉東法人会青年部

http://www.chibahojin.jp/

■ （ＮＰＯ）日本危機管理学総妍
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次回興業 2008 年（平成 20 年）7 月 26 日（土）
出場選手 ： ザ・グレートサスケ

HAYATE

新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ 開場 18：00
KOMACHI

ご

挨

【みちのくスーパーアイドル勢揃い】

拶

皆さまにはいつも大変お世話になり心から感謝申し上げます。
Ｋ－ＰＵＲＯ ＮＥＷＳ、今回は第 3 号となります。
さて、社事となりますが、弊社は 7 月 1 日を持ちまして『有限会社Ｋ－プロジェクト』から
『株式会社ケイプロ』へ商号（社名）変更を行います。
そして、信用力向上を図るべく、資本金を『450 万円』から『1000 万円』に増資いたします。
設立から 3 年が経過し、皆さまには愛称で「ケイプロ」または「K-PURO」と覚えていただき大変厚くお礼申
し上げます。
皆さまに「覚えやすく、親しみやすい」社名、また更なる飛躍を目指すという決意にな
ります。
皆さまのおかげでステップアップすることが出来ていますこと、心よりお礼申し上げま
す。
これからも引き続き『株式会社ケイプロ』を何卒よろしくお願い申し上げます。

代表取締役
Ｋ－ＰＵＲＯ６つのモットー
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事件ファイル
事件ファイル
■発生内容

自転車盗

■場所

東京都葛飾区・松戸市

社是：お客様の満足度

多発する
多発する自転車盗
する自転車盗

■盗難映像 （ケース１～３：M・JPEG2 動画圧縮方式 DVR 使用、ケース４：JPEG 静止画方式 DVR 使用）
【ケース１】 07：58

【ケース２】 07：08

【ケース３】 20：28

【ケース４】 15：37

■犯行時間帯
犯行時間帯■
犯行時間帯

ケース１・２が朝方、ケース３が前夜半（20：00～23：59）、ケース４が夕方です。
後夜半（00：00～03：59）による犯行はほとんどありません。
■犯人特徴
犯人特徴■
犯人特徴

男 1 名で実施することが多いようです。
ケース１・２は、24～30 歳前後社会人風（歩き方や背格好により同一人物と判断する）
ケース３は、18～22 歳前後。（自転車を 3 回回してから乗る行為等から精神障害ありと判断する）
ケース４は、近隣の商業高校生。（制服で確認）友人 4 人と帰宅中に 1 名が愉快行為により窃取する。
■窃盗事由
窃盗事由■
窃盗事由

①朝方のケースは、通勤用に。駅まで少し距離があるため。
②前夜半のケースは、帰宅用に。（推測）
③夕方のケースは単なる愉快行為。友人がいなければ実施しなかったと見られる。
■被害自転車
被害自転車の
特徴
被害自転車の特徴■

①圧倒的に数の多い 26 インチタイプ（通称ママチャリ）が多い。
②あまり綺麗な自転車は盗難されにくいようです。
③いずれも自転車に鍵を掛けていません。
■防止
防止対応
防止対応策
対応策■

①こまめに磨き綺麗にしておくこと。
②鍵は必ず掛けること。（できれば２つ）
■K
K-PURO から■
から

自転車盗の犯人は、あまり悪気がなく、自分さえ良ければという軽い気持ちで犯行を行います。
自転車に鍵を掛けていない人は案外多く、危機管理意識の低さにびっくりします。
鍵を掛けずに盗難され、大層怒っている奥さんを見ると、「勘弁してよ～」と言いたくなります。
盗難されても保険で対応するからと、鍵を掛けずに盗難行為を助長する行為は避けましょう。
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ビルテック株式会社
ビルテック株式会社 大吉弘
大吉弘さん
大吉さんとは、千葉東法人会青年部でご一緒させていいただいた
縁からお付合いが始りました。
大吉さんは、千葉東法人会青年部部会長を務められ、また現在は
千葉東法人会親会の役員を務められております。
会社名は『ビルテック株式会社』、業務内容は、主にマンションの手
摺等の部材の製造販売施工を行われ、数々の特許を取得されてお
ります。
順風満帆に拝見していましたが、色々なお話しをお伺いしているうち、バブルが弾け建設不況の際には、
安価で仕事を請けすぎて製造が廻らなくなったそうです。
その際、通常であれば請負金額から利益確保のために、利益分を差し引いて下請けに流すところを、外
注による品質劣化を発生させないために、請負金額よりも外注先に多く支払い、品質だけは劣化させず、
納期を遅らせることなくその場を乗り切ったそうです。
しかし、当然赤字となり、その金額は１億円に上ったそうです。
利益よりも『お客様に劣悪なものを収めたくない』という気概・思い入れから行った決断でした。
ここが会社の起点、信頼となり、その後は右肩上がりで受注が増えていったそうです。
この大吉さんの原点・バイブルとなっているのが、廣池千九郎博士の教えです。
『慈悲寛大自己反省』 （じひかんだいじこはんせい）
この言葉は、モラロヂーの父である廣池千九郎博士の言葉です。
写真は、ビルテックさんの会議室でのショットです。中央は、素敵な奥様、さゆきさんです。
壁には、廣池千九郎博士の写真・宣誓文・書宅が飾られています。
昭和の偉人といわれる「松下幸之助さん」や「京セラの稲盛和夫さん」も廣池千九郎博士の本を熟読して
いたことは、話しの節々から垣間見ることができます。
大吉さんには、この廣池千九郎博士の教えを月に 2 回、有志の仲間が集まり勉強会を実施していただい
ています。
毎回、教本を読んだ後にそれぞれの考えや感じたことを発表する会です。
わからない部分やどうしたら良いかを大吉さんぶつけると、いつも適切でわかりやすい回答をいただきま
す。若い経営者たちを大きく温かい目で育てていただき、この勉強会は何が何でも欠席することができま
せん。
大吉さんには、経営者として、人として、夫として、親として、徳を積む大事さを教えていただいておりま
す。
皆さんもよかったらこの勉強会に参加してみませんか？（廣池千九郎博士の名言は次号へ）

今月の
今月の名言 大山のぶ
大山のぶ代
のぶ代さん 『たかが水
たかが水、されど水
されど水』
使った水を流すときに、それがまた循環して還ってくる。
おばあちゃんはそれを知っていて、言葉の中に「いろいろ使わせてもらっ
てどうもありがとう。
またきれいな水になって戻ってきて、私たちを助けておくれ」って。
そういう意味を込めて「また還っておいで」って、言っていたんだなって気
づいて、「おばあちゃんって、えらかったんだ」って思いました。
人は生まれたときに、自分が一生の間に使う分の水を背負って生まれて
くる、 というしつけの言葉があり、それを『人間の背負い水』といいます。目には見えないが、それぞれが
背負っている水を使い続けて人は生き、その水がなくなったときが、その人の命の終わりになる。水がなく
なってしまうと、水一杯も飲めない境遇に陥ってしまう、だから水は大切に使うものだよ、という意味だそう
です。
これは、水だけでなく、お米でもお金でも着る物でもお菓子でも、何でもそうです。人は生まれたときに、自
分の分というものをもって生まれてきている。分というものを大切にして生きていくんだよ、ということなの
です。
（国際ロータリー2500 地区大会記念講演より）
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劇団四季（
劇団四季（川口四季倶楽部）
川口四季倶楽部）のご案内
のご案内
劇団四季ミュージカル「人間になりたがった猫」が 7 月 23 日（水）
川口駅前のリリアにて 18：00 より開演します。
魔法のように魅惑的！な夢と感動の物語です。
是非お出で下さい。
代表の浅利慶太さんは、首相が主宰する教育再生機構有識者メ
ンバーに選出されています。
自分は何も特別なことはできないが、子どもたちに「夢を与えるこ
と、命の大切さ、思いやりの心」は与えられるのではと、大手生保
と提携し、全国の子どもたちを無料で招待しているそうです。
お申し込みは K-PURO まで

GOLF&BAR

新宿カントリー
新宿カントリー倶楽部
カントリー倶楽部

グランド OPEN!!

話題のシュミレーションゴルフを体感できる新感覚のゴルフバーが新宿にデビ
ュー。
初心者からベテランまで本格的なラウンドプレイが気軽に楽しめます。
（クラブ・シューズあり 24H 営業）
予算 5000 円～8500 円・客席数 35 席
〒160－0021 新宿区歌舞伎町 2-19-12
TEL 03-5155-8440
（AMMS インターナショナルグループ）

読売新聞 1000 万部デカモジ
万部デカモジ記念
デカモジ記念キャンペーン
記念キャンペーン
読売新聞では、デカモジを記念して販売部数拡販キャンペーンを実施中です。
洗剤等の拡販材料はもちろん、8 月まで契約をされた方へ特別に、木下大サーカス（8 月 26 日まで千葉講
演分）チケットをペアで進呈いたします。朝刊のみ月 3,007 円税込。（最低半年お願いします）
お申し込みは K-PURO まで

プロ太
プロ太の小話集

ＮＯ3
ＮＯ3

ゴルフコンペを前にして、昨年優勝の山野は、体調が思わしくなく、三輪クリニックに行ったそうです。
山野 「先生、どうでしょうか？」
先生 「心配ないです。よく効く座薬がありますから、それを使いましょう。」
山野はパンツを脱いでお尻を先生の前に突き出しました。先生は肩に手を掛けて言いました。
先生 「いいですか？いきますよ！ハイ、力を抜いて～」
山野 「うううっ・・・」
座薬が何個も入ったようでした。
先生 「この座薬を毎朝、1 週間続けてみて下さい。」
山野 「どうもありがとうございました。」
翌朝、山野は言われたとおり座薬を入れようとしましたが上手くいきません。
そこで奥さんに頼むことにしました。
奥さん 「これをお尻に入れればいいのね。わかった。いくわよ・・・！」
奥さんは右手で座薬をつまみ、左手を肩に掛けました。
その時！！
山野 「ウギｧアアｧ！！」
奥さん 「どうしたの！？痛かった？ごめんね、大丈夫？」
山野 「うわあぁぁぁ！！違う！今、気づいたんだ！うわあぁぁ～！！！」
奥さん 「えっ、なに？何に気づいたの？」
山野 「あ、あの時先生は、おれの肩に両手をかけていたんだぁ～！！！！」
記事提供 読売ハンズ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さて、第 3 版のＫ－ＰＵＲＯニュースいかがでしたでしょうか？小話は下ネタでごめんワン！
K-プロジェクトからケイプロへ。変革し躍進を続ける K-PURO をみんな応援してワン。
（編集後記：プロ太）
注：プロ太とは、右写真のＫ－ＰＵＲＯ番犬です。（体長 10Ｍ・体重 1ｔ）
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