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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 事 業 所 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…・・・・・・
■社

名■

株式会社 ケイプロ

http://www.k-puro.co.jp

■屋

号■

都市防犯プランニング社

e-mail info@k-puro.co.jp

■本

社■

埼玉県川口市芝塚原 2－3－11 エステートミア

TEL 048－261－3412

千葉県千葉市中央区新町 1－20 江澤ビル

TEL 043－243－6110

■千葉 支店■

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 業 務 内 容 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■機械警備事業

弊社独自のセキュリティプランニングにＳＥＣＯＭ・ＡＬＳＯＫのインフラを使用

■防犯カメラ事業

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

■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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 加 盟 所 属 団 体 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（RID2770）川口モーニングロータリークラブ

http://www.h3.dion.ne.jp/~mrc/

（NPO 法人）さいたま起業家協議会

http://www.saitama-kk.org/

（社団法人）千葉東法人会青年部

http://www.chibahojin.jp/

（社団法人）倫理研究所千葉市中央区倫理法人会

http://www.rinri-chiba.org/

（内閣府認証 NPO 法人）日本危機管理学総妍

http://www.kikikanri.jp/gathering.html/

（公益財団法人）モラロジー研究所

http://www.moralogy.jp/

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 協 賛 応 援 団 体 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（財団法人）アイメイト（盲導犬育成）協会

http://www.eyemate.org/

はやてレスリングプロダクション ＤＲＥＡＭＥＲＳ

http://blog.livedoor.jp/wdream1/

2011 年（平成 23 年） 3 月 26 日（土）

WRESTLING

新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ 開場 18：00 試合開始 19:00

DREAMERS

6 人タッグ戦

中里石油プレゼンツ

VOLVO 東邦オート様 CM ビデオ上映中

ご

挨

拶

今年に入り、エジプトをはじめ、リビアやサウジアラビア等の北アフリカ・中東諸国による独裁体制に対す
る不満が爆発し、各国で内紛を誘発しています。
民主化を求める民の力がうねりを挙げて改革を推し進めています。
インターネットの加速的な普及により、『情報』という武器が瞬時に飛び交う現代の内紛は、今までの状況
とは尐し違うように感じています。
昨年の GDP（国内総生産）が日本を抜いて世界第 2 位となった中国。
しかし、一党独裁の中国もこのまま順調に躍進していくとは到底思えません。
中国をはじめ北朝鮮においても反政府体制による内紛が勃発する危険性を秘めています。
先人たちの大変なご苦労があり今日の礎を築いてきた日本。
日本人でよかったと思える今日このごろ・・・。何だかんだ言って平和な国、日本。
今月 2 月 11 日は建国記念の日でした。初代天皇の神武天皇が紀元前 660 年（弥生時代）に即位した日
とされています。今こそ正しい日本の歴史を再確認し、日本人としての誇りを取り戻しましょう。
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代表取締役

中里 公造 様

中里公造さんは、川口モーニングロータリークラブの良き先輩であり、またご自宅のホームセキュリティの
契約をはじめ、SS へ防犯カメラを導入していだだいております。
中里さんは、中里家第 18 代目に当たります。
昔から川口市弥平を中心とした大地主・・・。
小さいころは、父親の故勝己氏と同じ車に乗った記憶がありません。
同じ車に乗って万が一にも事故でも起き、２代の血縁が途絶えることを防ぐた
めだったそうです。（ちなみに第 19 代はご子息の哲也さん。）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
中里石油は勝己氏が昭和 46 年に設立。
産業道路にあるサービスステーションは、全国でも早くからセルフ化を実施。
立地の好条件を活かし、価格競争に陥ることなく他店との差別化として、
お客様に気持ち良くお使いいただけるよう常に清掃を心がけています。
ESSO の特徴はクレジット決済のスピードパス。
スティック状の端末を機械にかざすだけで給油が可能でありお勧めします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
中里さんは Mr.ロータリーと言われるほどロータリーに関する知識はずば抜けています。
ロータリークラブに入会して良かったことはとの質問に対し、『異業種のたくさんの知合いを得る機会を得
たこと。また、奉仕の理想を基本にした各ロータリークラブでは、様々な奉仕活動や寄付行為ができること。
国際ロータリーの推奨するポリオ撲滅運動を基本方針活動として、当クラブではアイメイト（盲導犬）協会
への支援および広報活動をはじめ、市内小中学校への体験学習授業（盲導犬・車椅子・法話）、障害者と
共にする農園活動等々の一企業ではなしえることのない活動をクラブを通じ、共通の思いの仲間たちと
共に実現できる・・・。ここにロータリー活動のやりがいと素晴らしさを感じます。』
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
中里公造様

昭和 27 年 9 月生まれ

昭和 62 年 9 月 川口モーニング RC 入会（在籍 23 年 5 ヶ月）
・1997-98 年クラブ幹事

・2003-04 年 2770 地区幹事

・2005-06 年クラブ会長、2770 地区資金委員長

・2007-08 年 2770 地区奉仕プロジェクト部門委員長

・2008-09 年 2770 地区 11G ガバナー補佐

・2011-12 年 2770 地区米山記念奨学学友委員長

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
中里石油㈱ 浦和イースト SS 24H セルフ方式

今月の日本語講座

さいたま市緑区太田窪 3-1-20 TEL 048-882-9679

～正直（しょうじき）～

天網恢恢疎にして漏らさず（てんもうかいかいそにしてもらさず）～老子～
・・・・・姑息な対応でその場をつくろい続けても、嘘偽りはいつか必ず明るみに出るの意味。
正直の基本は、騙さず、隠さず、偽らず。
かの有名な沢庵和尚はこれだけでなく、次のことも指摘しています。
『正直』というのは、人の物をかくしとたり、いつわりを言ったりしないことだけをいうのではない。
『正』とは、１か所偏ったり足りなかったりすることなく、至る所が満ちていてひいき・偏執もないことを正と
いうのである。
『直』とは、右も左へもよらず、糸をピンと引っ張ったような心を直という。
正は横、直は縦を表す言葉である。
縦にも横にも、偏ることのない心、一本筋の通った無私無欲の心、ブレない心を『正直』というのである。
（沢庵和尚全集より・モラロジー学習資料）
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社是：お客様の満足度

木下 晴弘氏 （アビリティトレーニング）

私が学習塾講師になって間もない頃、Ｓ君という中学三年生の生徒が入塾してきました。
無口で尐し変わった子でした。 授業の時にノートを出さない。 数学の問題はテキストの余白で計算する。だから計算ミスばかり
しているのです。 たまりかねた私は、ある時、彼を呼び出して言いました。
「ノートはどうした」 しかし、Ｓ君は黙ったままうつむいています。
次の日は必ずノートを持ってくるように約束させましたが、それでも彼はノートを持ってきませんでした。
私はカチンときて思わず怒鳴りつけました。
「反抗する気やな。よし分かった。先生がノートをやるわ」 私は五百枚ほどのコピー用紙の束を机にボンと投げ出しました。
するとＳ君は「ありがとうございます」とお礼を言うのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
夏になると、周囲の生徒からＳ君に対する苦情が寄せられるようになりました。
彼がいつも着ているヨレヨレのＴシャツとジーパンが臭うというのです。
この時も私は彼を呼んで毎日着替えるよう言いましたが、それからも服装は相変わらずでした。
私は保護者面談の時、Ｓ君の母親にこのことを話しておかなくてはと思いました。
生活態度を改めるよう注意を促してほしいと訴え掛ける私に、母親は呟くように話を始めました。
「あの子は小学校の頃から、この塾に通ってＫ学院に進学するのがずっと夢だったんです。
でも先生、大変申し訳ないのですが、うちにはお金がありません……」
Ｓ君が早くに父親を亡くし、母親が女手一つで彼を育て上げてきたことを知ったのはこの時でした。
塾に通いたいというＳ君をなだめ続け、生活を切り詰めながらなんとか中学三年の中途で入塾させることができたというのです。
私はしばらく頭を上げることができませんでした。 Ｓ君に申し訳なかったという悔恨の念がこみ上げてきました。
そして超難関のＫ学院合格に向けて一緒に頑張ることを自分に誓ったのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｋ学院を目指して早くから通塾していた生徒たちの中でＳ君の成績はビリに近い状態でしたが、この塾で勉強するのが夢だったと
いうだけあって勉強ぶりには目を見張るものがありました。
一冊しかない参考書がボロボロになるまで勉強し、私もまた、他の生徒に気を使いながら、こっそり彼を呼んで夜遅くまで個別指
導にあたりました。すると約二か月で七百人中ベストテンに入るまでになったのです。 まさに信じがたい伸びでした。
Ｓ君はそれからも猛勉強を続け、最高水準の問題をこなせるようになりました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｋ学院の入試も終わり、合格発表の日を迎えました。 私は居ても立ってもいられず発表時刻より早くＫ学院に行き、合格者名が
張り出されるのを待ちました。 真っ先にＳ君の名前を見つけた時の喜び。それはとても言葉で言い尽くせるものではありません。
「Ｓ君に早く祝福の言葉を掛けてあげたい」。
そう思った私は彼が来るのを待ちました。 しかし一時間、二時間たち、夕方になっても姿を見せません。
母親と一緒にやって来たのは夜七時を過ぎてからでした。 母親の仕事が終わるのをずっと待っていたようでした。
気がつくとＳ君と母親は掲示板の前で泣いていました。
「よかったな。これでおまえはＫ学院の生徒じゃないか」 我がことのように喜んで声を掛けた私に彼は明るく言いました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「先生。僕はＫ学院には行きません。公立のＴ高校で頑張ります」
私は一瞬「えっ」と思いました。 Ｔ高校も高レベルとはいえ、Ｋ学院を辞退することなど過去にないことだったからです。
しかし、その疑問はすぐに氷解しました。 Ｓ君は最初から経済的にＫ学院に行けないと分かっていました。
それでも猛勉強をして、見事合格してみせたのです。
なんという健気な志だろう。 私はそれ以上何も言わず、Ｓ君の成長を祈っていくことにしました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この日以来、Ｓ君と会うことはありませんでしたが、三年後、嬉しい出来事がありました。
東大・京大の合格者名が週刊誌に掲載され、その中にＳ君の名があったのです。
「Ｓ君、やったなぁ」。 私は思わず心の中で叫んでいました。

Ｋ－ＰＵＲＯ６つのモットー
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被 害 金額（億円）

平成22年

平成21年
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平成20年

検挙件数 1,305 件（検挙率 5.1％）
検挙件数 2,539 件（検挙率 11.7％）
検挙件数 2,974 件（検挙率 15.6％）
検挙件数 3,079 件（検挙率 17.2％）
検挙件数 4,400 件（検挙率 21.5％）
検挙件数 5,669 件（検挙率 77.2％）
検挙件数 5,189 件（検挙率 78.2％）

平成19年

約 284 億円
約 251 億円
約 255 億円
約 251 億円
約 276 億円
約 96 億円
約 82 億円

平成18年

25,667 件
21,612 件
19,020 件
17,930 件
20,481 件
7,340 件
6,637 件

平成17年

平成 16 年
平成 17 年
平成 18 年
平成 19 年
平成 20 年
平成 21 年
平成 22 年

振り込め詐欺被害状況（年度別）

平成16年

事件ファイル
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振込め詐欺の実被害状況を年度別に調べてみました。（平均被害額約 126 万円）
マスコミ等において頻繁に報道されているため、体感治安では被害が増加していると感じていましたが、
警察や金融機関等の対策強化において、実際は格段に被害が減尐していることがわかりました。
日本の警察の治安力および関係機関の防止運動に対し敬意を表します。

プロ太の小話集

NO 34

ゴルフが大好きな８０才の老人が、地元のゴルフ場で相手を探していると、
ゴルフ場のアシスタント・プロが相手を引き受けてくれることになった。
彼は老人にハンディをいくつにして欲しいかたずねた。
すると老人は答えた。
「ハンディなんていらんよ。ワシのウデはまだ落ちとらん。ワシの唯一の大問題は、バンカーから脱出することじゃ」

そして実際、彼はうまかった。
しかし１８番ホールにきたとき老人のショットはグリーン横のバンカーに入ってしまった。
すると老人はバンカーに駆け寄りショット！
高いボールをはなつと、ボールはグリーンにのり、ころがってホールイン！バーディで、老人の勝ちだった。

アシスタント・プロはバンカーに歩み寄り、老人に話し掛けた。
「ナイス・ショット。でも、バンカーからの脱出が課題だっておっしゃってませんでしたっけ？」
すると老人は答えた。
「そうじゃよ。頼むから、手を貸してくれ・・・」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？
今月はロータリークラブ（以下 RC）でとてもお世話になっている中里公造さんに登場いただきました。
中里さんが地区ガバナー補佐の時、私はクラブ幹事を拝命し、ロータリーに関する基礎知識を始め、公私
にわたり色々なことを教えていただきました。
中里学級で教わった他クラブの幹事たちも近々続々と会長に就任する予定です。
さて、RC は世界最大級の奉仕活動団体であり、200 以上の国と地域に 33,995 のクラブが
あり、会員数は 121 万人以上となっています。
1905 年にシカゴから始まったロータリーはすでに 106 年の歴史があります。
日本での RC は、大正 10 年 4 月に東京 RC が世界で 855 番目のクラブとして国際ロータリーに加盟が
承認されたのが始まり。現在、日本の RC 数は 2,301 クラブ、会員数が 91,000 人となっています。
これだけ永く広く世界規模で伝わる根底に、①純粋な奉仕活動団体であること、②組織の定款・細則がし
っかりしていること、③理念・方針が確立されていること、④各役員の任期が 1 年単位であること、⑤みん
なが公平であること・・等々が挙げられます。
一般の方々にはなかなか伝わらないロータリー活動ですが、『世界で良いことをしよう』をモットーに世界
各地の各地区でロータリアンたちがさまざまな奉仕活動を実践しています。
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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