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埼玉県川口市芝塚原 2－3－11 エステートミア

048－261－3412

■千葉 支店■

千葉県千葉市中央区新町 1－20 江澤ビル
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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 AED に至るまで全てのメンテナンス業務の取扱い

■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斡旋
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http://www.chibahojin.jp/

■ （ＮＰＯ）日本危機管理学総妍

http://www.kikikanri.jp/gathering.html/
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次回興業 2009 年（平成 21 年）4 月 18 日（土）
新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ 開場 18：00 試合開始 19:00
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一向に減らない振り込め詐欺・・・・・。
こんなにマスコミで採り上げ、
また ATM では警戒しているにも係わらず振り込んでしまう方々
が後を絶ちません。
騙される人が悪いと思っているでしょうが、実際その電話が携帯などにかか
ってきたらその心理状態はどうなるのか・・・・・？
わかっているのに何故騙されるのか？
今回の事件ファイルは、振り込め詐欺 NO２を特集いたしました。
どうかご覧いただき、万が一の振り込め詐欺防止に繋がりますように。

代表取締役
Ｋ－ＰＵＲＯ６つのモットー

誠実・正確・強力・スピード・信頼・笑顔

木戸 良樹
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振り込め詐欺 NO２
NO２

前々回、振り込め詐欺をテーマにその分類、状況、テクニック、防衛策を記載しました。
新聞やニュースでこれだけ注意喚起をしているにも係わらず、被害が一向に収まりません。

「わかっているのに何故騙されるか？」
これは詐欺に遭っている人の心理や脳の働きを巧みに利
用した心理作戦が働いていることが判りました。
（NHK ためしてガッテン 2 月 18 日放送抜粋）
オレオレ詐欺の犯人グループに多く見られる方法の前兆として、まず『
『アポ電
アポ電』を入れてきます。
例えば、息子さんを装い
『お母さん？ちょっと風邪をひいてしまって声が少し変だけれど・・・実は携帯をトイレに落しちゃって使えな
くなったので携帯を買い替えたんだ。これが新しい番号だから登録しておいて。』
とまず相手に登録をさせます。・・・・・事前に家族構成を調べていると推測されます。
声が変だな？と思っても息子と信じてしまっているため、また風邪だから・・・とつい信用してしまいます。
そして次の日など、そんなに日にちの経たないうちに息子を装い電話をしてきます。
『会社の金を使い込んだ・・・痴漢容疑で保釈金がいる・・・など』
・・・・・・携帯の画面は息子の名前。これで全く息子からと信じてしまっています。
これは『経験則』といい、携帯の画面に名前が出ると脳が疑うことなく勝手にその人と判断してしまうこと
です。
脳の構造で、理性の感情をつかさどる組織を『扁桃体』といい、理性を働かなくさせる組織を『前頭極』と
いいます。
人間は、危機に直面した場合、理性より先に行動させる機能が身についています。
とっさの行動は、先ほどの『前頭極』が働いているせいです。
焦れば焦るほど理性『扁桃体』が働かなくなるのです。（パニック状態のとき。）
この状態だと、早くこの状況（お金を振り込むこと）を終わらせたいという心理から、他人（銀行員等）が注
意しても本人は聞く耳を持たなくなってしまうようです。
あせっているため理性が利かなくなっているのです。
防衛手段としては下記の方法ぐらいしかありません。（自分を守るのは結局自分）
●「気づく率」を上げること。普段からのまめに連絡する親子の絆が最も大切。
・・・・・登録する前に念のため、もう一度古い？番号の本人に電話してみること。
●とにかく訓練してみる。地震や火災の時と同じ。事前のシュミレーションは大事。体で覚えさせる。
●我に帰ること。自分の理性が働いているか、最後のところで「八ッ」とさせること。カードに文字入れを！
・・・・・「冷静になって！」「理性を取り戻せ！」「落ち着いて！」などテプラで貼ってはいかがですか？
NHK では「理性君ピーンチ！」という文字を勧めていました。
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パスタハウス キャトル

松尾

敬二 さん

松尾敬二シェフは地元市原市の高校時代の１つ上の先輩です。
以前ご紹介した「かもせん」店主伊藤和也さんの同級生です。
こちらの年代の方々は何故か料理人になられた方が多く、他に
出張料理や居酒屋など様々なジャンルでご活躍されています。
松尾シェフ 「値段も手ごろで誰もが気軽に家族や友人で来られ
るアットホームな雰囲気づくりを心がけています。」
シェフの言われるように店内も素朴な感じで、非常に居心地が良
く、お昼は常に女性で賑わっています。
シェフ曰く、「アラビアータ」が一番のお勧め！
私も昔からキャトルのアラビアータが大好きで、いつも必ず頼ん
でいる一品です。
旨みと辛さのバランスが絶妙で、何度食べても飽きがきません。
皆さまもお近くに行かれた際はキャトルへお立ち寄り下さい。

『感謝』の気持ちは常に忘れない。
【パスタハウス キャトル】
千葉県市原市山田橋 2－1－27 電話：0436－42－6474
月曜定休 営業時間 11:00～15:00 17:00～22:00
駐車場 20 台。市原市役所から国道 297 号へ通る道の左側
【松尾 敬二さんプロフィール】
昭和 38 年 9 月 16 日、京都府舞鶴市生まれ。
大手イタリアンレストランで修行した後、平成 6 年 11 月独立、生まれ育った市原市に Quatre を開店。

防災避難リュック
ュック（
ュック（非常持
非常持ち出し袋）のご案内
のご案内
先日、浅間山が噴火し少し肝を冷やしました。
2 月 1 日に噴火警戒レベルが２から３へ引き上げられており未
だ予断を許さない状況です。
もし大地震が起こったら・・・・家に住めなくなったら・・・・何が必
要？・・・・どうしたら良い？・・・・・
普段あまり考えていない方が多いのでは？
まず最低限、避難用のリュックを置いて下さい。
ライフラインの復旧は通常 3 日といわれています。
3 日分の食糧や水、ラジオ、笛、ヘルメット、各種薬が入った避
難リュックをご案内いたします。
これを機に一家に 1 個常備されることをお勧めいたします。
黄色いリュックが電気の途絶えた暗闇でも目立ちます。
5 年レンタル方式＝月額 600 円（税込 630 円）
消費期限切れはこちらで商品交換を行う管理メンテナンス付き。
お問合せは K-PURO まで。
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今月の
今月の名言 「ほんもの」
ほんもの」と「にせもの」
にせもの」は見えないところの在
えないところの在り方で決まる
東井 義雄（
義雄（YOSHIO TOHI）
TOHI）教育者
1912 年（明治 45 年) 4 月 9 日、兵庫県出石郡合橋村（但東町）佐々木の東光寺の長男として生まれる。
1991 年（平成 3 年）4 月 18 日 79 歳の生涯を閉じる。

「ほんもの」
ほんもの」と「にせもの」
にせもの」は見えないところの在
えないところの在り方で決まる。
まる。
それだのに、
それだのに、「にせもの」
にせもの」に限って見
って見えるところばかりを気
えるところばかりを気にし、
にし、飾
り、ますます「
ますます「ほんとうのにせもの」
ほんとうのにせもの」になっていく。
になっていく。
国民教育の師父・森信三師にして、「教育界の国宝」と言わしめたのが東井義雄
先生です。
東井先生の教えを思い返すと、あいさつをきちんとするとか、乱れている箒を整頓
するとか、当たり前のことを当たり前にすることを教わったと、その薫陶を受けた
教え子の方は語っています。
そんな東井先生がいつも繰り返しおっしゃっていた言葉――。

「自分が
自分が自分の
自分の人生の
人生の主人公 自分を
自分を育てるのは自分
てるのは自分」
自分」
「ほんものはつづく つづけるとほんものになる」
つづけるとほんものになる」

【記事提供

プロ太
プロ太の小話集

致知出版社】

NO 11

監督 「さあ、ここから崖に飛び降りるんだ」
俳優 「は、はい。でも、もしケガをしたり死んでしまったりしたらどうするんですか？」
監督 「大丈夫。これが映画のラストシーンだから」

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）
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