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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
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 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・CSP 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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 所 属 加 盟 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） 12 月 17 日（土）

WRESTLING DREAMERS

GP 2011 決勝

新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ 開場 18：00 試合開始 19:00
VOLVO 東邦オート様 CM ビデオ上映中

ブータン王国のワンチュク国王夫妻が国賓として来日され、国会の場で演説を行いました。
深い親日の情と、震災復興への祈り、さらには日本が国際社会やアジアに果たしてきた役割の大きさを
称えられ、国王としてはまだ 31 歳と若いにもかかわらず、その語り口や演説の内容、所作の振る舞い方
は最高の品性を感じることができ、大変深い感動を覚えました。
日本人が忘れていた日本人としての誇りを思い出させてくれる内容であり、とても素晴らしいものでありま
した。
ブータンの総人口は 70 万人と静岡市や相模原市程度の小さな国ですが、「国民総幸福量」（GNH）が
97％という突出した数字。
私は大切な家族や友人、素敵なお客様に恵まれ日々幸せと感じていますが、皆様の幸福量はいかがで
しょうか？
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社是：お客様の満足度

中嶋春子さんは機械警備のお客さまで、モラロジー勉強会において道徳経済一体型思想を共に学んで
いるとても大切な仲間です。創業は平成 16 年 11 月 5 日。
11 月 5 日は『いいリンゴの日』。伊藤専務が青森県出身のためこの日にしたそうです。
社名の『アヴァンス』とはフランス語で『前進』という意味。
デイサービス『青春道場』は、11 年前に介護保険制度が自由化となり、それまで特殊法人のみであった
事業を民間が参入できるようになり、後発であるアヴァンスは一度で覚えてもらえるインパクトのある名前
を考えました。お客様には高齢になっても青春を謳歌して欲しい・・・。
人生の先人であるお客様にこちらが教えてもらう姿勢・・・。これが『青春道場』となった由来です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ノウハウも全くなく伊藤専務と立ち上げ、日々営業活動に明け暮れ
た創業当初の日々・・・。
ようやく上がった最初の売上金はわずか 500 円・・・。
これを銀行へ入金し記帳したときは二人で涙したそうです。
デイサービスの契約は 6 つの目に叶わないと成立しません。
1 つ目が利用者ご本人の目。
2 つ目が家族のキーパーソンの目。
3 つ目が紹介ケアマネージャーの目です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アヴァンスの経営理念は、『高齢者サービスを通じて感謝・愛情・情熱・熱意を持ち
親孝行の念いでお客様を大切にし、いただいたご縁を「本日一生」の気持ちで命を
懸けて守りぬきます』。
また５つの『り』といい、『気配り・目配り・心配り・言葉配り・おもんばかり』を社員の
方々へ徹底してもらっています。
ハード面での差別化は、「メトリック水」と遠赤外線効果のある信楽焼きの「つぼ湯」
そして「食」。メトリック水とはあまり聞きなれませんが、活性炭を使用した自然に近
い浄化水です。抵抗力や自然治癒力を高め、白髪が黒くなられた方もいらっしゃいます。
ミールサポートの食は厳選した素材を使用し、安全・安心の真心を込めた手作りです。
1 回でも長く来てもらいたい、健康でいてもらいたい、そんな想いからアヴァンスの譲れないコダワリです。
これらのことを一つひとつ積み重ね、先の 6 つの目に叶うよう現在に至りました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第二の創業に入りスローガンは無くてはならない『太陽のような会社を創ろう』です。
現在の特別養護老人ホームは千葉県内どこの施設をみても何百人以上も待機がいて、いつ入所できる
のかわからない状況という現実・・・。
アヴァンスでは、医療・ホスピス・家族のためのホテルを集めたその方だけのパーソナルヒューマンライフ
をご提供できる「ヴィレッジ」を造り、富裕層からお金のない方まで全ての方々が利用でき、亡くなるまでケ
アできる施設を現在構想中です。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
株式会社アヴァンス
http://www.avance1105.co.jp

中嶋春子の本日一生！！ ブログ更新中

デイサービス

青春道場

千葉県千葉市稲毛区宮野木町 1722-147

043-286-2424

デイサービス

青春道場春風

千葉県千葉市稲毛区宮野木町 1722-119

043-286-3969

介護計画

おまかせ

訪問ヘルパー ウイッシュ

千葉県千葉市稲毛区宮野木町 1722-147

043-286-3978

千葉県千葉市稲毛区宮野木町 1722-147

043-286-2239
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松下幸之助の言葉に
「風が吹くときは絶好や。凧がよう上がる」というのがあります。
あるいは「短所は長所、長所は短所」とも言っています。
たしかに、考え方、見方によって物事は１８０度転換します。
だから、経営者が業績の悪さを景気のせいにしてはいけないのです。
松下が
「好況よし、不況なおよし」
と言っているのもそのことです。
松下電器がそうでした。
松下幸之助が元気だった頃は、
不況のときにむしろ取り引きが拡大しているのです。
なぜかと言いますと、
不況になると誠実で確実な企業と取り引きをしたいと思うのが人情です。
好況のときにいくらいい成績をあげていても、
お客様のことを考えず、会社のこと、自分たちのことばかりを考えていた企業は、
不況時には相手にされなくなります。
私が３０歳になるかならないかの頃、ある経営者から、
「知恵ある者は知恵を出せ。
知恵なき者は汗を出せ。
それができない者は去れ。
それがオレのモットーだ」と聞かされたことがあります。
そのことを松下に話すと、
「その会社は潰れるな」
と言いました。
そして、こう続けたのです。
「わしなら、まず汗を出せと言う。
汗のなかから知恵を出せ、
それができない者は去れと言う。
汗のなかからホンマもんの知恵が出るんやで。
生きた知恵は汗のなかから出るもんや」
予言通りその会社は倒産しました。
そのように、汗を出すこと、ほんとうの汗を流すことに徹すれば、
不況どこ吹く風となるのかもしれません。
（記事提供 到知出版社）
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都市防犯プランニング社

場 所

埼玉県熊谷市

日 時

平成 23 年 11 月 15 日（火）02 時 08 分ごろ

内 容

ユニック車によるコンプレッサー機盗難

社是：お客様の満足度

日野デュトロユニック車で現れた犯人は、マンション配管補修工事で置いてあったコンプレッサ
ー機を約 2 分で持ち去ってしまった。機械はレンタル品。（中・右写真は同型機種）

ある男が砂漠の真ん中をクルマで走っていたが、突然エンジンが故障してしまった。
白煙を噴いたクルマは、あえなくまったく動かなくなってしまった。
男はやむなく、砂漠をゆっくりと歩き出した。
ギラギラと照りつける太陽の光が、男の体力を奪っていく。男の喉は乾ききっていた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
数時間後、ようやく一軒の小さな小屋を見つけた。
男はふらふらになりながら、その小屋の中へと入っていった。 男は言った。
「水をくれ。頼む、水を」 すると小屋の奥から一人の中年男性が出ていて、こう言った。
「あいにくだが、ここには水は一滴もない」
「そ、そんな・・・」
「だが、ここから１０キロメートルほど行った所にレストランがある。そこへ行けばいくらでも水を飲むことが
できるだろう」 それを聞いた男は仕方なく小屋を後にして、レストランへ向かおうとした。
すると中年男性が背後から声をかけた。
「そんなことより、ここはネクタイ屋なんだ。いいネクタイがいっぱいある。一本たったの５ドルだ。買ってい
きなよ。きっと気に入るのが見つかると思うぜ」 男は振り返ると、叫ぶようにして言った。
「こんな時に冗談じゃない！一体何を考えているんだ、この間抜け野郎！」
男は最後の力を振り絞って、レストランまで這うようにして歩いていった。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
数時間後、とうとうレストランにたどり着いた。
「助かった。これで大丈夫だ」 男はそうつぶやいてレストランへ入ろうとした。
すると入口にいたウェイターが男の前に立ちふさがってこう言った。
「お客様、当店ではノーネクタイの方はご遠慮願っております・・・」

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？
『知足』・・・（足るを知る）という老子の言葉があります。
字句のとおり、充分に満ち足りていることを知り不足感を持たないということです。
強欲を捨て、今を精いっぱい生きる。『本日一生！』今回のお客様中嶋春子さんの座右の銘。
とても素敵な言葉だと思います。座右の銘を持ちましょう。
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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