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ご

http://hayatewp.dip.jp
新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ 開場 18：00

挨

拶

千葉東法人会青年部の全国大会に青年部の仲間 12 名と 3 泊 4 日で長崎県に行ってきました。
グラバー園、ハウステンボス、出島、七ツ釜鍾乳洞、遠藤周作文学館、数々の教会、坂本竜馬が起こした
亀山社中跡、雲仙普賢岳のがまだすドームと大村湾を囲んだ長崎県を堪能してきました。
地元の方に伺ったところ、長崎市内は景色も素晴らしく、観光地で人気があるためマンションの家賃は福
岡市内より高いそうです。
今回、特に印象に残ったのが最終日に行った「がまだすドーム」での普賢岳
の災害の説明でした。
秒速 100ｍもの速さで迫り来る火砕流と土石流の再現はその場に遭遇した
場合、絶対に逃げきることはできません。
1991 年の火砕流で亡くなった方々は 43 名で、アルバイトを含む報道関係者
が 16 名、火山学者 3 名、警察・消防職員が 14 名、タクシー運転手 4 名、市
の職員 2 名、農家の住民 4 名となります。
それぞれの仕事を全うしようと噴火のダイジェストを撮影しようとタクシーで
侵入禁止区域付近まで近寄っていたカメラマン、それを阻止しようと避難退去を促す消防職員の方々の
当時の様子を思い浮かべると居たたまれない気持ちになります。自然の恐ろしさをつくづく感じました。
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密室での
密室での痴漢行為
での痴漢行為

■ エレベーター内での痴漢行為
痴漢（ちかん）とは、相手の意に反してわいせつ行為を行う者もしくは行為そのものをいう。
痴漢
■

写真の概説

場所

東京都葛飾区

日時

平成 20 年 11 月 25 日（火）22 時 00 分

帰宅したマンション居住者の女子高生をエントランス前で待ち伏せし、女子高生がオートロックを解除して建物内
に入ったところを扉が閉まりきる前に小走りに駆け寄り建物内へ侵入する。
一緒にエレベーターに乗り込み、女子高生が降りる際に後ろから抱きつき陰部を押し付け痴漢行為を行ったもの。
葛飾警察署へは映像資料を提出しているが、未だ逮捕されていない模様。
犯人逮捕にご協力下さい。

【犯人特徴】
30 歳前後・黒縁メガネ着用・直毛長さ普通オールバック・身長 180～185ｃｍ・太り気味（約 100ｋｇ）
服装、紺色綿入りフードジャンパー・薄緑色スラックス・黒色ウォーキングシューズ
■

オートロックやエレベーター内での諸注意

先月もマンションのオートロックについての弱点を指摘しました。
オートロックは、開けた時に外部の者も一緒に入ることができてしまいます。
特に女性や子どもは、このような状況で知らない人とはエレベーターに乗合わさないようにして下さ
い。万一乗り合せてしまった場合、不審者側へ背を向けず非常ボタン付近に手をかけ、不審者が視
界に入るようやや斜めに立つとこれだけでも痴漢行為を予防する効果に繋がります。
エレベーターの黄色い非常通報ボタンは、押すと威嚇ブザーが鳴動します。
夜間 21 時以降は親が必ず迎えに行くようにしましょう。
またイザと言うとき大きな声で助けを呼べるよう日頃から練習をしておくと良いでしょう。
防犯ブザーや非常通報付携帯電話またはココセコムを携帯させることをお勧めします。
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店主

伊藤 和也 さん

店主の伊藤和也さんは、高校の一つ上の先輩です。
一つ上の先輩方には昔から良くしていただき、今も皆さんとお付合
いが続いています。
また、和也さんの同期生には飲食店を経営されている方が多く、岩
手県で前沢牛を使った出張料理やパスタ店、居酒屋店等数多くいら
っしゃいます。
現在の『かもせん』は、和風建築３Ｆ建てで 10 年前に新築されまし
た。
京都の名店『ぎおん畑中』で修行されただけあって料理は全てお勧めです。
店主の腕と性格がそのまま料理に現れ、優しく温かく柔らかい絶妙な味が楽しめますよ。
お昼は手ごろな価格でランチがあります。
市原市を代表する『料理かもせん』に是非一度足を運んでかもせんの味を堪能なさって下さい。
忘年会、新年会の予約受付中。（バス送迎あり）

おまかせコース（5,500 円）

ふぐコース（8,500 円）

昼食膳（2,200 円）予約なしＯＫ

その日のランチ魚定食（940 円～）

『大切なひとときを「かもせん」で』
【料理かもせん】
千葉県市原市惣社 4－1－3
電話：0436-22-6587
http://kamosen.com/
【Lunch】 11：30～14：00（LO13：30）
【Dinner】平日 17:00～23:00（LO22:00）
■定休日／月曜日

日･祭･祝日のランチは要予約
日･祭･祝日 17:00～22:00（LO21:00）

【伊藤和也さんプロフィール】
昭和 39 年 2 月 9 日生まれ。（ふぐの日）北海道砂川市生まれ。
千葉、東京、京都で修行後、29 才で独立。
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牛尾治朗（
牛尾治朗（ウシオ電機会長
ウシオ電機会長）
電機会長）

自分の心、目さえ曇らせずにいれば、
暗闇の中にも必ず明るい展望を見出し、
よき人物とも縁を結んで道をひらくことができる。
アメリカに端を発した金融不安が世界に広がり、日本経済の先行きにも暗雲がたれ込めています。
江戸時代の儒者・佐藤一斎は、
「一燈を提げて暗夜を行く。暗夜を憂うること勿れ。只だ一燈を頼め」
という言葉を残していますが、この時期、真に頼みになる自己を確立していくことの大切さを痛感させられ
ます。
牛尾氏は、生前懇意にされていたリコー元社長・舘林三喜男氏の言葉をひきながら、この時期大切なこと
は、まずは目の前にあることを一つ一つ片付けていくことに尽きる、と説いています。
「人間には過去というものはすでになく、
また、未来はわかりませんよ。
あるのは今、現在だけなんです」
いま、目の前のことを一つひとつ確実にこなしていく中で道はひらけていく。
過去を悔いず、未来を憂えず、今日現在を精いっぱい生きてゆきたいものです。
記事提供

プロ太
プロ太の小話集

致知出版社

NO 8

もうすぐ手術をうけることになっている男が必死になって車椅子でホールにやってきた。

婦長が彼を止め、尋ねた。
「どうしたんですか？」

「今、看護婦さんが言ったんです。『簡単な手術だから心配ないですよ。きっとうまくいきますわ！』って」

「あなたを安心させようとしたんでしょ。何をそんなに怖がってるの？」
「看護婦さんは私に言ったんじゃないんです。主治医にそう言ったんです！」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 8 版のＫ－ＰＵＲＯニュースいかがでしたか？
痴漢やわいせつ行為はあまり公になりませんが、至るところで頻繁に発生しています。
子どもや女性を狙ったこのような犯罪行為は決して許せるものではありません。
マンションで特に危険な箇所は、密室のエレベーター、駐輪場、非常階段の踊場など周囲から死角にな
るところです。
戸建の場合でも、宅配の荷物は決して子ども一人のときは対応させないようにして下さい。
今の世の中、戸建の場合は特に非常通報を完備したホームセキュリティは必需品です。
このような犯罪被害に遭わないために、子どもや女性向けの安全セミナーを弊社にて実施いたしますの
でお気軽にご相談下さい。

（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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