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■建物総合メンテナンス事業
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次回興業 2009 年（平成 21 年）9 月 12 日（土）
新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ 開場 18：00 試合開始 19:00
ザ・グレート・サスケ マッチョ★パンプ参戦
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皆さん、こんにちは。
日本の政治が大きく揺らいでいます。自民党対民主党というよりも自民党退場という感じですね。
景気対策の面では迅速な対応をしているようにも見えますが、如何せんアピールが上手くいっていないよ
うに感じます。果たして政権を民主党に任せて大丈夫なのでしょうか？
ところで、先日、世界の王さんと師匠の荒川さんの対談雑誌を読み、印象に残った点をご紹介します。
「よく、『人間だからミスをするもんだよ』という人がいますが、初めからそう思ってやる人は、必ずミスをす
るんです。基本的にプロというのは、ミスをしてはいけないんですよ。真剣勝負で斬り合いの勝負をしてい
た昔の武士が、『時にはミスもある』なんて思っていたら、自らの命に関わってしまう。だから彼らは、絶対
にそういう思いは持っていなかったはずです。時代は違えど、命懸けの勝負をしているかどうかですよ。」
この一球一球に対する真剣な姿勢が世界のホームラン王を作り上げたのでしょう。
日本の政治家にも本物の侍に出てきて欲しいものです。

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

都市防犯プランニング社

事件ファイル
事件ファイル

社是：お客様の満足度

高級自転車盗

日時：平成 21 年 7 月 14 日（火）14 時 42 分ごろ
場所：東京都葛飾区東新小岩
【事件概要】
マンションの地下へ迷うことなく向かい、地下駐輪場の自転車を物色。
被害自転車の向かい側駐輪場にも高価そうなスポーツタイプの自転車があったが、ワイヤーロック式だっ
たためチェーンロック式の被害自転車を狙ったものと見られる。
チェーンロックを約 15 分かけ切断し、そのまま窃取した。（切断した祭の鉄粉が下に落ちていた。）
犯人はそのまま盗難自転車に乗り、国道方面へ逃走。
防犯カメラには全く気付いている様子はなかった。
普段、被害者の方が通勤でこの自転車を使用していることから、場当たり的犯行であると推測する。
【犯人特徴】

犯人はこんな格好をしていました。逮捕にご協力下さい。

年齢：35～45 歳くらい

身長：170ｃｍくらい

体型：痩せ型

髪型：ベージュ色帽子を被っているため不明だが長髪ではない。
服装：白 T シャッツ（襟首 V 字）・ブルージーンズ・茶ベルト・白スポーツシューズ・グレーリュックサック

【被害自転車】
カナダ製ルイガノ DW2 （27 インチ 白ボディー） 12 万円相当
健康ブームによりこだわりの自転車を購入される方が多く
なっているようです。
とくに東京都内で多く見かけますね。

■盗難に備えて停車する場合は、前後に違うタイプの錠をかけましょう。
また、車体番号は必ず控えておきます。
（メーカーで短期的に盗難保険を付けているところもあるようですが、一般の保険会社ではリスクが大
きいため自転車の盗難保険の取り扱いはありません。）
■ 近年、自転車の人身事故も多く発生していることから、対人対物賠償保険（個人賠償責任保険）に加
入されることをお勧めいたします。この保険は単独での取り扱いはなく、火災保険や自動車保険の特
約として付けることが可能です。年間保険料は 1,000 円～1,500 円程度です。補償限度額は無制限。
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オーナー

太田 米蔵 様

アムスなんでもリース様の斡旋により太田さん所有の世田谷区のマンション
に防犯カメラを導入していただきました。
20 歳～22 歳の間に戦争を経験されている太田さん。
上海から蘇州へ行っていた時に終戦を迎えたそうです。
大正 11 年生まれの 87 歳で 10 月に米寿となります。
まだまだ現役で毎日車を自ら運転されています。
太田さんのお父上は太田睦賢（ボッケン）さんといい、戦前からパン店
（精養堂）を営んでいました。
当時のパンといえば塩やバターが入っていなく、とてもまずかったそうです。
しかし睦賢さんは、パンに入れる材料の塩とバター（当時としては高価）は惜しまず使用し、本当においし
いパンを供給していたそうです。その正直さから小学校や軍の病院への配給依頼が殺到し、陸軍の御用
商人となり自然と財を成していきました。
終戦になると、「金はいくら儲けてもきりがない。戦争で人の心が乱れている。金は世のため、人のために
使ってこそ生きてくる。」と昭和 26 年に財産を投げ打って世田谷観音を建設しました。
ここの六角堂内には、鎌倉時代の大仏師運慶の孫に当たる康円の手による「不動明王ならびに八大童
子」が泰安されています。（旧国宝で国重要文化財に指定。）
また、特攻観音堂には、太平洋戦争において国のために亡くなった若き特攻隊員 4,615 柱の英霊が泰蔵
されています。（様々な有名寺で泰蔵を断られ、こちらで引き受けたそうです。）
そのため、一般では初めて宮家から授けられた菊の御紋が天井に見ることができます。

米蔵さんはパン店を弟さんが世田谷観音を継いでいます。
今回知り合いになれ、戦争のこと、教育のこと、寄付活動のこと、人として、親としての品格のことなど
様々なことを教えていただきました。
その中の一つに明治 23 年に造られた「教育勅語」を次ページでご紹介いたします。
昔の教育には必須事項で、暗記しないと帰れなかったそうです。
【太田米蔵様 プロフィール】
大正 11 年 10 月生まれ 東京都出身。
世田谷警察署懇話会会長・防犯協会常任相談役・
交通安全協会名誉会員・東京都日赤紺綬有効会常任理事
日本赤十字をはじめ、様々な福祉事業団体へ寄付活動を行い、
表彰状は 160 枚以上。
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教育勅語（
教育勅語（きょういくちょくご）
きょういくちょくご）の十二徳
教育勅語本文自体は、少し難しいので十二徳をご紹介します。
孝 行（こうこう）

子は親に孝養をつくしましょう

友 愛（ゆうあい）

兄弟、姉妹は仲良くしましょう

夫婦の和（ふうふのわ）

夫婦はいつも仲むつまじくしましょう

朋友の信（ほうゆうのしん）

友だちはお互いに信じ合ってつき合いましょう

謙 遜（けんそん）

自分の言動をつつしみましょう

博 愛（はくあい）

広くすべての人に愛の手をさしのべましょう

修学習業（しゅうがくしゅうぎょう） 勉学にはげみ職業を身につけましょう
知能啓発（ちのうけいはつ）

智徳を養い才能を伸ばしましょう

徳器成就（とっきじょうじゅ）

人格の向上につとめましょう

公益世務（こうえきせいむ）

広く世の人々や社会のためになる仕事にはげみましょう

遵 法（じゅんぽう）

法律や規則を守り社会の秩序に従いましょう
正しい勇気をもって国のために真心をつくしましょう

義 勇（ぎゆう）

家庭用レンジフード
家庭用レンジフード 自動消化設備のご
自動消化設備のご紹介
のご紹介
セコム トマホークジェット アルファ

台所のレンジフードに取り付けるだけ
異常を感知し、コンロ火災を秒速消化します。

着脱可能で掃除もらくらく。
作動温度 96℃
強化液 0.55 リットル蓄圧式 放射ヘッド 2 個
機器有効年数 概ね 8 年

質量約 1.9ｋｇ

寸法直径 45mm×幅 575mm
（調整器具により 600mm、750mm、900mm 幅のレンジフードに取り付け可能）

K-PURO 価格 設置費込み 42,000 円（税込み）

プロ太
プロ太の小話集
小話集
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患者 「歯を抜くのに五万だと？ふざけるな！たった五秒の仕事だろ！」

医者 「それじゃあ、一時間かけて抜きましょう！ 」
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・

今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？
刑法犯認知件数は 7 年連続で減少していますが、不景気になると『誰にでもできる犯罪』が増加します。
例えば強盗（17.5％増）やひったくり（14.8％増）が挙げられます。被害に遭わぬよう注意しましょう！
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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