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周辺環境・建物構造・人的要因・犯罪データを分析し有効かつ適正な位置へ設置

■建物総合メンテナンス事業

消防設備点検・工事から AED 設置に至るまで全てのメンテナンス業務の取扱い
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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

ご

挨

拶

皆さん、こんにちは。
8 月 30 日、日本の政治が劇的に大きく変わりました。
日本国中で民主党の圧勝です。これから経済をはじめ、良い方向に変わって行ってもらいたいものです
が、まずは民主党のお手並み拝見といったところでしょうか・・・。
個人的見解としては、民主党の新人が受かりすぎて 4 年前の小泉チルドレンたちと大差なく、大丈夫か
な？思いますがいかがでしょう。
また、自民党で政治を一生懸命やってきた知り合いの政治家も今回は比例でも落選してしまいました。
時代の流れとはいえ、真面目に真摯に仕事に取り組んできた人たちが落選してしまうのは何とも複雑な
心境です。
政治に頼るだけでなく、私たち個人個人が日本のために何ができるのか、また何に貢献できるのかを真
剣に考えていきたいと切に思います。

代表取締役
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事件ファイル
事件ファイル
日時

平成 21 年 7 月 30 日（木）15 時ごろ 雨

場所

さいたま市西区
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振り込め詐欺

【事件名】 銀行協会を装う者による詐欺行為
【事件概要】
被害者宅へ警察署の○○と名乗る男から電話連絡あり。
「あなたの口座が振り込め詐欺の被害に遭っている。出金を止めるため、預金データーを再登録しなけれ
ばならない。
これから埼玉県銀行協会の者が伺うので、カードと通帳を渡して下さい。暗証番号は○○○○で良かっ
たですね？」
といい加減な暗証番号投げかけ、本人から聞き出してる。
防犯カメラに映っている男が被害者宅へ現れ、埼玉県銀行協会お客様相談室の『川崎正道』名の名刺を
差し出す。
カードおよび通帳を受取る際、協会名の預り証を発行していた。
その後、近くの駅前の無人ＡＴＭコーナーで現金を引き出されたが、引き出し人は違う人物であった。
【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。

【特徴】身長約 170cm・頭髪長さ普通直毛・標準体型・25～40 歳程度。
【服装】黒色ベレー帽・上下黒色スーツ・白色 Y シャッツ・黒革靴・グレー系折たたみ傘
（被害者面談時は脱帽、七三分け・黒眼鏡着用）
【ターゲット地区】
川口市およびさいたま市全域に集中しています。
7 月 27 日～31 日の間に 9 件の被害。
以後、8 月中旬以降にもさいたま市内において、数件の被害が未だ発生しています。
【被害者共通点】
① 独居
② 高齢
③ 女性
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㈱ＳＨＩＮＳＥＩ ＴＲＡＮＳＰＯＲＴ

斎藤 修 様

千葉東法人会青年部で副部会長として活躍される斎藤修社長。
自宅と会社のセキュリティをはじめ、防犯カメラや消防設備点検
等でお世話になっています。

ＳＨＩＮＳＥＩ ＴＲＡＮＳＰＯＲＴ様は運送業で、大型木材の預り搬送
や大手家電量販店のセンターから店舗への配送がメイン業務と
なります。

家電の配送は特に気を使うそうで、商品が梱包された段ボール自体に傷を付けると段ボールそのものも
商品としての扱いにより、ペナルティーとしてその商品を買い取らされるそうです。

斎藤社長は 21 歳の若さで独立。
当初個人で 2000 万円のトラックを購入し、1 日 3～5 時間睡眠で休みなく働いたそうです。

初めにトラックを購入するため銀行に借入れする際は、お世話になっている社長から
「若造が銀行に行ってもまず信用されないだろうから、これを持って行きなさい。」と言われ、この先 3 年間
分の契約書を渡してくれたそうです。
（この社長は恩人として、また経営の先輩として、現在もお付合いが続いています。）

独立から 6 年後の 27 歳の時に法人化しました。
現在は、従業員 41 名（パート 3 名含む）、トラック 44 台までに成長しています。

将来は、自分が居なくても順調に、かつ永遠と残る会社組織にしたいそうです。

ところで、先日の 8 月 13 日はお嬢さんが無事元気な女の子を出産され、39 歳で早くもおじいさんになりま
した。
お孫さんの名前は「ひなたちゃん」です。

【斉藤修様 プロフィール】
昭和 44 年 10 月生まれ 千葉県出身。
趣味 ゴルフ
ＨＣ6 ドライバー300 ヤード越 ベストスコアー71（大多喜城 CC）
【株式会社 SHINSEI TRANSPORT】
千葉県千葉市若葉区小間子町 6－10
TEL 043-228-8288
FAX 043-228-8289
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今月の
今月のグルメ店
グルメ店

満寿家

明治 21 年創業の満寿家さん。
紀州備長炭と秘伝のたれで丁寧に焼き上げたうなぎです。
写真はランチで肝吸いとお新香がついて 995 円（税込）。
お上さんに何故 995 円なのか尋ねたところ、
「またご縁がありますように！と 5 円玉をお客様にお返しするんです。」とのこと。
浦和はうなぎの激戦区ですが、いつもここに来てしまいます。

さいたま市浦和区岸町 7-1-3（中仙道沿い・ＪＲ浦和駅西口 6 分）
ＴＥＬ 048-822-1101 月曜定休

プロ太
プロ太の小話集
客

NO 17

「あのー。オウムがほしいんですけど」

店主 「いらっしゃいませ。うちには 3 種類のオウムがいまして。まずこのオウムは 5 万円でございます」
客

「5 万円？なんでそんなに高いんですか？」

店主 「こいつは電卓が使えるんですよ」
客

「ほう。では次のオウムは？」

店主 「これは 10 万円でございます」
客

「10 万円？なんでそんなに高いんですか？」

店主 「こいつは電卓が使えるのに加えて、パソコンができるんですよ」
客

「ほう。では最後のオウムは？」

店主 「これは 20 万円でございます」
客

「20 万円？？なんでそんなに高いんですか！？とんでもないすごいことができるんですか？」

店主 「いえ。何もできないんですが、他の２羽がこいつのことを上司と呼んでいるので・・・・・」
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・

今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？
振り込め詐欺の手口が多様化し、高齢で 1 人暮らしの女性がターゲットになっています。公的機
関を装い電話をかけてくると、信じてしまうパルスが脳に働くようです。
このような電話がかかってきた後は、すぐに身内や第三者の方に電話をかけ直し、洗脳パルス
を解くようにしましょう。
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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