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NO 51 号

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 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・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/

2012 年（平成 24 年） 7 月 21 日（土）
WRESTLING DREAMERS

～2012 BATTLE

新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ 開場 18：00 試合開始 19：00
SUMMER～

先日、電車の中刷り広告で会社説明会のチラシがあり有名企業がずらりと載っていました。
ここ 10 年～20 年に誕生した企業ばかりで、昔の大企業はほとんど見当たりません。
小泉元総理は不良債権問題の処理や郵政民営化などで今でも人気ですが、小泉内閣で平成 16 年 3 月
に改正した労働者派遣法から日本の雇用状況がおかしくなり始めた気がします。
根底には企業の海外進出を防ぐ意図があったようですが、これにより会社と社員間の信頼関係が薄くな
っていったと見られます。会社は安い賃金で労働力を得て収益を一時的に回復させました。
しかし、正社員から非正規社員になられた方も多く、終身雇用の日本独自の良いスタイルが失われてし
まいました。
この結果、社内結婚は減少し、男女とも独身の方が多くなり、女性は高齢での結婚や出産が目立ち、少
子化へと負のスパイラルが続きます。
今、元気のある会社の共通点は社員を大切にしている体温のある企業です。
目先の利益に捉われることなく、お客様と同じように社員を大切に出来る会社が今後生き残っていくでし
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㈲季織苑

道徳経済一体型思想

時松 克史

様

時松さんは、千葉東法人会青年部の仲間です。
資材置場へ PC およびモバイルを使い、遠隔で確認ができる防
犯カメラシステムを導入しています。
奥様の淳子（あつこ）さんは大学の同級生。
1 年の時からお付合いを始め、卒業後、克史さんは大手緑化
土木会社で現場監督や庭園会社にて修行を積みます。
一方、淳子さんは、造園設計事務所へ勤務した後、エクステリ
ア商社において CAD を学びました。
1997 年にご結婚され、2001 年に季織苑を設立します。
現在の社員数はバイトを含め 25 名。2 人 3 脚であっという間に 11 年が経過しました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
季織苑というとても素敵な社名の由来をお伺いしたところ、
１つは、季節を折り重ねるようなお庭を造りたいという意味。
そしてもう１つは、「木を折る」仕事であり、伐採や剪定を行ってから作業が始まり、樹木を大切にする心を
忘れないという意味合いが込められています。
他社差別化については、庭園の設計から施工、そして管理まで一貫して請負うことができる点です。
通常は、設計と施工が分かれているため、その間においてどうしてもマージンが発生してしまいますが、
季織苑さんではデザインから施工まで一貫して業務を請負うため、余分な費用が発生せずお客様にクオ
リティの高いものを安くご提供することが出来ます。
3 年後や 10 年後も見越したデザイン力は特に自信のある分野です。そのデザイン力を買われ、ジョイフル
ホームセンター富里店には 100 坪の季織苑植木コーナーが設けられています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
社是は、『メイ・アイ・ヘルプ・ユー』と『サンキュー・サンキュー』。
お客様に対する時、そして社員間相互に対する時の両方に込められています。
「何かお手伝いできますか？」という言葉は、社員がお客様へ飽くなきサービスを提供する心を育み、「あ
りがとう」は、人とかかわる際に一番重要な言葉であることからこの２つを大切にしています。
季織苑さんのもう１つの差別化は、職人さんのお客様へ対する接遇にもしっかりと表れています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
実績紹介『宝泉の湯』
千曲の石をふんだんに
使用した庭づくり。中央
には川から引いた自然
のせせらぎと、足湯に
つながる源泉を四季の
草木で表現。
左はデザイン案。
右は施工後の様子。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
有限会社 季織苑

http://kiolien.com/

千葉県千葉市若葉区千城台東 2-27-10
電話 043-306-0933

FAX 043-306-0934

造園・庭園・エクステリアの設計・施工・管理
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「電車の中」

夏休みももう半分すぎた日、体を悪くして入院していたおばあちゃんが、急に息を引き取ったと
いうしらせがあった。
「あした見舞おう。」と話していた時であっただけに家族中、おどろいてしまった。
そして、あっという間にそう式も終わった。
ぼく達は、何も考えないようなぼんやりした気持ちで、ガタゴト電車にゆられていた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「船橋。」 スピーカーから流れる案内の声で止まった駅の名を知った。
するとホームから白髪の、しわくちゃな顔をした七、八十くらいのおばあさんが、
ふろしき包みを持って乗って来た。
あいにく席はみんなふさがっていて、ぎゅうぎゅう詰めであった。
東京から乗ったぼくは、楽にすわれていたので、おばあさんの様子が目について、つい目がそ
こに行ってしまう。
大きくて、重そうなふろしき包みを持ったおばあさんは、ため息ばかりついている。
なんとなくかわいそうだなという気持ちから、そうだ席をゆずってやろう。
という気持ちを持つと、心の中で、考えがからみついて離れなくなってしまった。
しかし、何かはずかしくて、なかなか「ゆずってやる。」の言葉が出ない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
電車はどんどんこんで来る。
冷房車なので、しめきった車内は、空気がよどんだ感じがして、ぼくは、だんだん頭が痛くなって
来た。おばあさんも疲れたらしく、ハーハー言っているように思えた。
そのとたん、どこかのおじいさんが席を立った。
「あのおじいさんが席をゆずっちゃったらどうしよう。」
とぼくが思っているうちに、三、四才くらいの子が、ひょいと席へすわってしまったので、
おばあさんはすわれなかった。
時間は待ってくれない。あともう七、八分で千葉駅についてしまう。
ぼくの気持ちはとてもあせった。
「えーい思い切って！」と思い
「おばあさん、ぼくはもうすぐ降りるから、席をゆずってあげるよ。」
とついに言ってしまった。
「それはどうもありがとう。」
とおばあさんは言うと腰を二、三回たたいて席へすわった。
「こんなたった一言の、言葉で、おばあさんがよろこんでくれるんならおばあさんが、乗った時、
すぐに席をゆずってやるんだったな。」と
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
こうかいしたり、電車に乗った時の重苦しかった気分が、晴れ晴れとした気持ちに変わったりし
た事を、おばあさんは知らないだろうなどと思ったりした。
そして、死んでしまったおばあちゃんは、ぼくにとってもあまかったな。
少しくらいいたずらをしても叱らなかったし、それどころかとても優しかった。
さんざんごちそうになって帰る時になると、「またいらっしゃい。」
と言ってはおこずかいをくれたいいおばあちゃんだったのにぼくは、何もしてあげなかった。
今になってもっとおばあちゃんの喜ぶようなことを、してあげたかったと思った。
そんな気持ちがこのおばあさんに席を、ゆずって、あげられたのだと、思った。
記事提供 1976 年文集いちはら最優秀賞 辰巳台西小 木戸良樹
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道徳経済一体型思想

侵入窃盗侵入口（マンション）

■発生日時

平成 23 年 7 月

■発生場所

東京都江戸川区

■事案内容

侵入窃盗

■事案内容

新築時から防犯カメラ 9 台が設置されている分譲マンション。

昨年 3 回に渡り侵入窃盗の被害が発生。
犯人（2 人組）は、防犯カメラのない隣接敷地から境界線フェンスをよじ登り、雨水パイプを利用して 2Ｆ
共用部廊下へ侵入。隣接戸建住居は当時無人状態。
その後、共用廊下から侵入しやすい上階のルーフバルコニーのある住居へ入り込み、掃き出し窓から
室内に侵入したもの。
防犯カメラの死角箇所を突いた珍しい事例。弊社にて防犯対策を現在提案中。
分譲マンションは防犯カメラの設置が急速に進み、普及率は 80％程度まで上がっていますが、今後、こ
のような手口の増加がやや懸念されます。
侵入箇所となった
2Ｆ共用部廊下部
分
フェンスを足場に
雨水パイプを利用
して共用部廊下
へ入り込んだ

プロ太の小話集

NO51

『2 席』

かなり太めの女性が、ショーが始まる直前に劇場に到着し、案内係に 2 枚のチケットを手渡した。
「お連れ様はどちらですか？」 案内係が尋ねた。
「あのお、」 女性は、赤面しながら言う。
「ご覧の通り、わたくしの体格では 1 つの席だけでは窮屈でございまして、
チケットを 2 枚購入したざます。2 席とも、わたくしが座るざます」
「なるほど、かしこまりました」
案内係は頭をかきかき返答したが、チケットを見るなりこう答えた。
「しかし、少々困難な状況になると思われます。チケットの席番号は、それぞれ 51 番と 63 番ですので・・」

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？
さいたま起業家協議会の仲間、アンカルク㈱の赤井美津江さんが
管理・運営してる「みやしろで暮らそっ」が今話題です！
物件情報をはじめ、観光・イベント、子育て・教育、高齢者・福祉、
その他みやしろってこんなとことページが豊富です。
宮代町は埼玉県の東北部に位置します。東武動物公園のあるとこ。
町内には「水田」が多く、「屋敷林」や「用水路」など人が手を加える
ことによって自然と共生したのどかな風景が広がっています。
とても温かみのある HP ですので是非一度ご覧になって下さい。
http://www.kuraso-miyashiro.com/
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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