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■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） 5 月 22 日（日）

DREAMERS

WRESTLING

新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ 開場 11：30 試合開始 12:30
VOLVO 東邦オート様 CM ビデオ上映中

タッグトーナメント戦

中里石油プレゼンツ

アイメイト盲導犬体験を 11:30 より実施

ご

挨

拶

マスコミ各社がバラバラで呼んでいた震災の名称が『東日本大震災』に統一されました。
政府および与党、野党もバラバラでなく一つにまとまり（連立は反対）復旧、復興へ向けたビジョンの統一
性、迅速な行動を示してもらいたく思います。
そんな中、ソフトバンクの孫正義氏が個人で義援金 100 億円を寄付され、また引退するまでの役員報酬も
今後全額寄付すると発表されたことには大変驚きました。
孫さんはソフトバンク等の大口株主でしょうから、毎年相当額の配当金が入ると思いますがなかなか出来
ることではありません。
さて、弊社としてもこの震災に対して何ができるのか色々と考え、大変微力ながら、売上金の１％を義援
金とすることにしました。
震災は国難であることの認識と復興への挑戦。
日本という国があり、その中で仕事ができていることへの感謝の気持ち・・・。
尐しでも被災された方々のお役に立てればと切に思う次第です。
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常務理事

川﨑 鉄男 様

川崎さんご夫婦との出会いは、ケアホーム『ピクシープレイス』
を新築される際、弊社建築顧問である色設計兵頭先生の紹
介により建物の機械警備を請負わせていただいたことから始
まりました。
打合せの現場でもいつも奥様であり事務長でもある真弓さん
と同伴されるとても仲の良いご夫婦です。
社会福祉法人翠昂会は、父親をはじめ、千葉大学の先生方、
また協力病院の院長先生たちの出資を仰ぎ、平成元年に立
上げました。
以来、２３年間ご夫婦２人３脚での運営のご苦労は一言では言い表せません。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
障害者支援施設『永幸苑』を平成３年３月に開設。
続いて、障害者支援施設『ピクシーフォレスト』を平成１３年５月に開設。
ケアホーム『ピクシーフォレスト』は平成１９年１月に開設しま
した。
ケアホームは補助金の対象にはなりませんが、障害者の方
が地域で自立した生活が出来るよう支援を行うために創ら
れた施設です。
１F はお店になっていて、施設で作ったパンやクッキーを販
売しながら自立支援の場を提供しています。
皆さん、とても明るく元気に働いていました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
翠昂会様の施設の特徴と運営方針は、
『人間的に生き生きとした生活を実現することを利用者と共に考え、日々継続的な改善の努力をする』
また、ISO９００１（２００８年版）の認証も取得されています。
利用者やご家族の満足度の向上、支援の確実なチェックにより是正・予防を
確実に行い、二度と同じクレームやミスを起こさないよう改善への財産として
確実に蓄積。ISO は取得がゴールではなく、スタートだということ。
日々、改訂・更新を行うことにより福祉サービスを高めています。
そして法人の体質強化を図り、人材の育成力アップも目指しています。
先の震災において、携帯電話が通じず利用者やご家族に心配をかけたため、
すぐに衛星電話の契約を行いました。
また、自家発電設備の導入も早々に検討され、いざという時に備える予定で
あり、日々改善に努められている素晴らしい社会福祉法人様です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【社会福祉法人翠昂会】
〒284-0041

千葉県四街道市上野 199

電話 043-432-2851

【ケアホームピクシープレイス】
〒260-0841

千葉県千葉市中央区白旗 2-18-7-2

電話 043-268-3805

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【川崎鉄男様】

昭和３３年９月生まれ

四街道市障害者自立支援協議会 会長

淑徳大学千葉協賛会 副会長

千葉ロータリークラブ次年度親睦委員長

千葉青年会議所 OB

Ｋ－ＰＵＲＯ６つのモットー

誠実・正確・強力・スピード・信頼・笑顔

都市防犯プランニング社

社是：お客様の満足度

今月の日本語講座

～『友好』 と 『姉妹』～

よく『友好都市』や『姉妹都市』と聞きますが、その違いについて調べました。
アメリカで使われている『シスターシティ』を日本語に訳して『姉妹』という言葉を使うようになったのが始ま
りのようです。
違いを明確に示す定義は以下がふさわしい。
『友好』

文化交流などの親善を第一の目的として結びついた都市との関係を指す。

『姉妹』

さまざまな分野での交流、その結びつきが友好都市以上の歴史的絆による。

よって、姉妹の方がより深い関わりと歴史を持つと認識すれば良いと思います。
しかし、国によっては、『姉妹都市』という呼び方ではどちらが姉でどちらが妹か、つまりどちらが上位にあ
るかという議論にもなりかねないことから、代わりに『友好都市』という表現が使用されるようになりました。
中国では、日本との関係で『姉妹』を使うことは好まれていません。

今月の良い話

坂村 真民氏 （仏教詩人）

私は宝厳寺に行ったら、一遍上人のお像の前に立ってもらいたい、
そうして、すぐに立ち去らないで一対一で静かに、
語りかけてくださる言葉を聞いてもらいたいというんです。
合掌される手には数珠もない、足にも何一つなく、はだしです。
こんな素朴な祖師像は他にありません。
捨てきった人の素直さだけがあるお像です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
一遍上人は
「ただいまの念仏の外に臨終の念仏なし。臨終即平生なり」
ということをいっています。
つまり、あなたもいま、息をしていますが、その息をしている瞬間が臨終だっていうんです。
毎時毎時、一分一分が臨終なんだ、と。
いま、そういう気持ちで生きている人間がいますか。
そこまで徹底して追求した人はいません。
一日一生などといいますが、一瞬に比べたら、一日はとても長い。
一遍さんは息をしている時がすなわち臨終だといってる。
そう考えたら、何でもできる。
人間、いま死ぬんですよといわれて、すると、慌てふためく人もいれば、
そうかと考えて、なすべきことを全部しようという人もおりますね。
死ぬ気でやれ、なんていったりしますが、
本当に死ぬ気でやったら、できんことはないんじゃないですか。
なかなかそこまではいけないから、とやかく愚痴をいうてみたりするんでしょうなあ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
私の「本気」という詩があるんです。
本気になると

世界が変わってくる

変わってこなかったら
本気な恋
ああ

自分が変わってくる

まだ本気になっていない証拠だ

本気な仕事

人間一度

こいつをつかまんことには
（記事提供 到知出版社）
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自動車盗

人気車種

日本損害保険協会が２０１０年１１月に保険を支払った
車種を発表しました。
４年連続でトップとなったのはトヨタのハイエースです。
次いでセルシオ、ランクルと続きます。
被害対象となっている車の方は、何といっても車両保険
に入られておくことをお勧めします。
ご心配な方は、ココセコム等の位置情報サービスの提
供や優良な保険代理店のご紹介もできますのでお気軽
にどうぞ。

プロ太の小話集

NO 37

小さい女の子が学校の宿題をしていたが、父親のところにやって来て、こう尋ねた。
｢お父さん、『怒り』と『激怒』ってどう違うの？」
父親が答えた。
「それはまあ、程度の問題だな。やって見せよう・・・。｣
そういうと、電話のところに行き、いいかげんな番号をダイヤルした。
父親は電話に答えた男にこう聞いた。
｢もしもし、ラーメンを２つ至急頼むよ？｣
男が答えた。
｢ここにはラーメン屋じゃないよ。かける前に番号を調べないのか?｣
父親が娘に言った。
｢分かるかい。あの男の人は今の電話が気に入らない・・・・。
たぶん何かしていて忙しいのに、ぼくたちが邪魔したんだ。さて、見ていてごらん・・・・・｣
父親はまた同じ番号にかけた。
｢もしもし、チャーハンだったら早く作れるかい？｣
「おい、よく聞けよ!｣ 腹立たしげな声が答えた。
｢おまえがたった今この番号にかけてきたときに、ここはラーメン屋じゃないと言ったろう!
よくもまたかけてこられたもんだっ！」 受話器がガシャンと置かれた。
父親は娘に向かって言った。
「いいかい、あれが怒りだ。こんどは激怒がどういうものか見せよう。」
そうして、また同じ番号にかけた。
荒々しい声が「もしもしっ！！」と、吠え立てるように答えた。
父親は静かに言った。
｢もしもし、頼んだラーメンとチャーハン、まだかい？」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？
ある調査発表で、原子力発電を現状維持以上で良いとの回答が６割を超え、縮小の３割を大きく超えて
いる数字を見てびっくりしましたが、よく見るとこれは２００５年度のアンケートでした。
これだけの危険性をもたらす原子力はとても人類の扱える品物ではなく、もう廃止すべきだと思います。
中部電力は、現在停止している浜岡３号機を再稼働させる意向を発表しましたが、頭がどうかしちゃって
るんではと思わせます。見切り発車している化学の進歩に人類が滅ぼされるような気がしてなりません。
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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