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次回興業 2009 年（平成 21 年）5 月 24 日（日）
新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ 開場 12：00 試合開始 13:00
タッグトーナメント決勝戦

ご

挨

拶

皆さん、こんにちは。
先日、ＪＲ川口駅２Ｆデッキにおいて川口モーニングロータリークラブ
が毎年実施しているアイメイト寄贈の募金活動に参加しました。
アイメイトとは、財団法人アイメイト協会が育成している盲導犬のこと
を意味します。当日は、川口水球クラブの子どもたちの応援もあり、多
額の寄付金を集めることができました。
この活動を毎年行って思うことは、募金をしてくれる方が非常に多く、
皆さんが共通してとても温かい優しい絵顔をされていることです。
日本人からは道徳心が無くなったと久しく言われますが、いやいや決してそんなことはなく、人の温かさ、
優しさ、気持ちよさが実感できる 1 日です。日本もまだまだすてたものではありません。

代表取締役
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木戸 良樹
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事件ファイル
事件ファイル
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オートバイ盗
オートバイ盗

①17 時１１分 49 秒
新聞販売店前を 2 人乗り 2 台 4 人で現れた犯人たち。
中学～高校１年生くらいと見られる。

②17 時 12 分 00 秒
1 組の男がオートバイの様子を伺っている。

③17 時 12 分 53 秒
後ろに乗っていた男がオートバイの錠を調べているところ。

④17 時 14 分 50 秒
もう 1 組の後ろに乗っていた男がダッシュをしながらヘルメットを
持ち去る。

⑤17 時 14 分 56 秒
続いてもう１人の男が錠の掛かっていなかったオートバイを押し
ながら持ち去ったところ。

発生日時

平成 20 年 11 月 4 日（火）17 時 14 分

発生場所

千葉県

オートバイは付近に乗り捨ててあり発見された。
警察へ映像資料は提出したが、その後、捕まえたかどうかは口外せず。
このような事案の検挙は、担当警察官の温度差に左右される。
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株式会社 江澤建材
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代表取締役

江澤 俊一 様

江澤俊一社長とはＡＬＳＯＫ時代からのお付合いで、当時新人営
業マンだった私が飛び込みで訪問し、プロショップ リバプルのセ
キュリティの契約をいただいてからとなります。
現在、ケイプロ千葉支店は、江澤建材さんのビル部門である江澤
ビルを借りています。
ビルの管理業務も請負わせていただき、公私とも大変お世話に
なっている恩人の一人です。

江澤ビルは、ＪＲ千葉駅から徒歩 5 分の好立地で、エレベーターが 2 基設置された 9Ｆ建てのビルです。
ビルの清掃はテナントの白青舎さんが請負われ、館内はいつもピカピカです。
セキュリティ面ではＡＬＳＯＫの最新システムとガードマンが夜と朝の 2 回見回りに来るソフトとハードを兼
ね備えた重厚なサービスの提供を行っています。
現在テナントが若干空いていますので引合いがございましたらお気軽にお問合せ下さい。
さて、プロショップ リバプルでは、電動工具を中心に生コンや骨材、再生砕石、ＣＰブロック等、幅広い商
品を取り扱っています。
江澤建材さんでは、他の建材屋さんがやっていない、またできないものも取り扱うことが可能です。
これぞ正真正銘のプロ中のプロショップです。
お客様の要望を絶対に無にしない江澤社長の精神が、信用と信頼を築きあげているのです。
「お客様を大切にし、心をこめた最高のサービスを提供する」ことを理念とされている江澤建材さん。
江澤社長からは学ぶことも数多く、前向きでとても誠実なお人柄です。
弊社一押しのプロショップですので、どうぞお気軽にご利用下さい。

好きな言葉
きな言葉 「継続」
継続」・・・信用
・・・信用を
信用を得るための全
るための全て

【株式会社江澤建材】
昭和 29 年 4 月創業
江澤ビル
千葉市中央区新町 1-20
江澤建材・プロショップ リバプル 千葉市美浜区新港 80
ＴＥＬ 043-241-6546
社員数 15 名

【江澤俊一様 プロフィール】
昭和 25 年 10 月 千葉県千葉市生まれ。
大学を卒業後、アルバイト等で資金を貯め、見聞を広めるため１年半に
渡りヨーロッパやアフリカを１人旅した経験を持つ。
平成 16 年 6 月から代表取締役就任。
趣味は奥様とのゴルフ。（とても仲の良いご夫婦です）
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作家 西村滋さんの
西村滋さんの少年期
さんの少年期の
少年期の話
少年は両親の愛情をいっぱいに受けて育てられた。
殊に母親の溺愛は近所の物笑いの種になるほどだった。
その母親が姿を消した。庭に造られた粗末な離れ、そこに籠もったのである。結核を病んだのだった。
近寄るなと周りは注意したが、母恋しさに少年は離れに近寄らずにはいられなかった。
しかし、母親は一変していた。
少年を見ると、ありったけの罵声を浴びせた。コップ、お盆、手鏡と手当たり次第に投げつける。
青ざめた顔。長く乱れた髪。荒れ狂う姿は鬼だった。少年は次第に母を憎悪するようになった。
悲しみに彩られた憎悪だった。少年 6 歳の誕生日に母は逝った。
「お母さんにお花を」と勧める家政婦のオバサンに、少年は全身で逆らい、決して棺の中を見ようとはし
なかった。
父は再婚した。少年は新しい母に愛されようとした。だが、だめだった。
父と義母の間に子どもが生まれ、少年はのけ者になる。少年が 9 歳になって程なく、父が亡くなった。
やはり結核だった。その頃から少年の家出が始まる。公園やお寺が寝場所だった。
公衆電話のボックスで体を二つ折りにして寝たこともある。そのたびに警察に保護された。
何度目かの家出の時、義母は父が残したものを処分し、家をたたんで蒸発した。
それからの少年は施設を転々とするようになる。
13 歳の時だった。少年は知多半島の少年院にいた。もういっぱしの「札付き」だった。
ある日、少年に奇跡の面会者が現れた。泣いて少年に棺の中の母を見せようとしたあの家政婦のオバ
サンだった。オバサンはなぜ母が鬼になったのかを話した。死の床で母はオバサンに言ったのだ。
「私は間もなく死にます。あの子は母親を失うのです。幼い子が母と別れて悲しむのは、優しく愛された
記憶があるからです。憎らしい母なら死んでも悲しまないでしょう。あの子が新しいお母さんに可愛がっ
てもらうためには、死んだ母親なんか憎ませておいたほうがいいのです。そのほうがあの子は幸せにな
るのです」
少年は話を聞いて呆然とした。自分はこんなに愛されていたのか。涙がとめどなくこぼれ落ちた。
札付きが立ち直ったのはそれからである。

【記事提供：致知出版社】

プロ太
プロ太の小話集

NO 13

小学生低学年の頃、よくお使いで郵便局に行かされました。
元気な子供だったボクは大きな声で親から頼まれたものを窓口で注文。
すると、いつも局員さんみんながクスクス笑っている。？？？何で笑うのか不思議で不思議で。
ある日、親と一緒に郵便局へ。いつものように元気一杯注文を。
すると親があわてて飛んできてボクをなじったんです。
「ちょっと！ちがうわよ！キップじゃなくて、キッテでしょう！」
ええええええええ～？！！！！
ずーっとボクは無意識に「50 円キップください！」と元気一杯買い物していたのでした＾＾；
局員さんは優しいから「はい、50 円キップ 10 枚ね」と付き合って対応してくれていたのです。
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・

今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？
今月のプロ太の小話集は、プロ太の友犬のハチ君の小さい頃の実話です。
ハチも小さい頃は可愛かったんだね？！
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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