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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 事 業 所 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…・ 

■本    社■   埼玉県川口市芝塚原 2－3－11 エステートミア     048－261－3412 

■千葉支店■   千葉県千葉市中央区新町 1－20 江澤ビル        043－243－6110 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 業 務 内 容 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■機械警備事業■          ＡＬＳＯＫ・ＳＥＣＯＭを使用した弊社独自のセキュリティプランニング 

■防犯カメラ事業■         全てのメーカーから費用対効果で最適な価格での提供とともに有効位置へ配置 

■建物総合メンテナンス事業■  消防設備点検工事から建物外溝工事に至るまで全てのメンテナンス業の取扱い 

■環境セキュリティ事業■     オリエントグレースエンジニアリング提携によるアスベスト除去工事 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 加 盟 団 体 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■ 川口モーニングロータリークラブ（ＲＩ2770 地区）           http://blog.goo.ne.jp/morning_2770 

■ （ＮＰＯ）さいたまＳＯＨＯ起業家協議会                  http://www.saitama-soho.com/ 

■ （社）千葉東法人会青年部                         http://www.chibahojin.jp/ 

■ （ＮＰＯ）日本危機管理学総妍                          http://www.kikikanri.jp/gathering.html/ 

■ （財）モラロジー研究所                                http://www.moralogy.jp/ 

■ 浦和北親会 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 協 賛 応 援 団 体 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■ はやてレスリングプロダクション   ＤＲＥＡＭＥＲＳ          http://hayatewp.dip.jp 

次回興業 2008 年（平成 18 年）6 月 7 日（土）            新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ 開場 18：00 

                 ご 挨 拶                

皆さまにはいつも大変お世話になり心から感謝申し上げます。 

さてＫ－ＰＵＲＯ ＮＥＷＳ、今回は第 2 号です。 

よく『安全・安心』という言葉を聞かれると思いますが、この言葉にはそれぞれに意味があります。 

辞書で調べますと、 

『安全』は、危害または損傷・損害を受けるおそれのないこと。危険がなく安心なさま。 

『安心』は、心が安らかに落ち着いていること。不安や心配がないこと。 

と解説されています。 

つまり『安全』とは、セキュリティ機器等を設置して建物等のハード面を守ること。 

そして『安心』とは、機器を設置することにより、心の内側、ソフト面を守るということ

になります。 

ハード面とソフト面を併せて本当の安全・安心を兼備えることが可能となります。 

少しでも皆さまのお役立てができるようセキュリティに関することはＫ－ＰＵＲＯへご

相談下さい。 

代表取締役  木戸 良樹 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

http://www.k-puro.co.jp/
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77%
57%
54%
42%

略取・誘拐事件
強制わいせつ（痴漢）
公然わいせつ（露出狂）

強姦

   事件ファイル    不審者による声賭け事案        
■日時  平成 19 年 5 月 8 日（火）21 時 51 分     ■発生内容  不審者による声賭け事案 

■場所  東京都葛飾区                   ■犯人特徴  男 1 名（痩せ型 20～30 歳 165cm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■女子を狙った不審者犯罪の増加■ 

最近、特に女子（中学生）を狙った犯罪が増加していることは皆さんもＴＶや新聞等のニュースにて承知の

ことと思います。 

不審者による女子（小学校低学年～中学生を示す）を狙った犯罪は年々増加傾向にあります。 

ほとんどが、「恥ずかしい」「親にしかられる」などの理由から公にならない場合が多いのです。 

実際被害に遭った女子は、ＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）に陥り、ダメージ・トラウマが長期化します。 

■犯人のイメージ像■ 

①大人になりきれず、社会に適応できない部分のある、気の弱い性格が多い。 

発作的、通り魔的な犯行はほとんどない。 

②子どもを狙う人間は必ず何日も前からターゲットを特定、子どもの周囲をつけ回し情報収集している。 

■2005 年犯罪情勢（警察庁）子どもの被害に占める割合■ 

半数以上で子ども（小学生～高校生を示す）が狙われています！ 

■狙われやすい格好■ 

①寂しそうで無抵抗そうな子 ②三つ編みやポニーテール ③ミニスカート ④フリルのついた洋服 

■事件概要■ 

進学塾に通う中学 3 年生の女子が自宅マンション駐輪場に着いたところ、後を着けて来た男が現れ、 

「ちょっと聞いて。足が痛いから助けて。」と奥の敷地通路（周囲より死角）へ女の子の良心に訴えるように

声賭けをする。女の子は、気味悪がり警戒しながら廊下階段扉より建物内へ入った。 

男はしばらくガラスの隙間より女の子が帰っていく様子を覗きこんでいた。 

■状況把握■ 

①防犯カメラの設置にすばやく気づいた犯人は、1 秒間だけ防犯カメラの映像範囲に映りましたが、それ

以後は奥の映像範囲外から声賭けを行っています。 

（防犯カメラにより未然事故防止に繋がった事例です。） 

②女の子の供述によると、塾帰りの数日前にもこの犯人と近くの道ですれ違っていたことを覚えていまし

た。（以前からこの女の子にターゲットを絞っていた可能性があります。） 

■対応策■（Ｋ－ＰＵＲＯにて子どもを犯罪から守るセミナー実施中） 

① 武器は大声と防犯ブザーです。日頃から親子間で話し合いや練習しておきましょう。（ハード面） 

② 夜は特に 1 人で歩かせないで。何か起こっても親の責任です。（ハード面） 

③ 正常な大人が困っていても子どもに次のようなことは言わないことも教えておきましょう。（ソフト面）          

・親切心に訴える「一人で歩いていたら危ないよ」  ・良心に訴える「道を教えて」「落し物一緒に探して」 

・家族から頼まれたふり「お父さんが倒れた、一緒に病院へ行こう」 

・知人のふり「○○ちゃんだね、大きくなったね」 

・子どもの好奇心・欲求を刺激する「新しいゲームあるよ」「タレントに興味ある」「アイス食べに行かない」 
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さいたまＳＯＨＯ起業家協議会 理事長 太田 昇さん 

 

太田昇理事長は、武蔵野総業㈱という床暖房をメインとした

会社を経営する傍ら、起業家を支援するＳＯＨＯオフィスを提供

されています。 

 

武蔵野総業では、「心まで温かく」をモットーに、森タワーや

グランドハイアット東京、さいたまスタジアムにも床暖房を導入

され、すでに 6000 件におよぶ施工実績をお持ちです。 

起業家を支援するＳＯＨＯオフィスをつくられた経緯は、創業

当事にご自身の事務所が団地の自宅を兼用しており、大手取

引先から「何だ、太田さんは団地で仕事をやっているのか。」と

言われ、当事は大変恥ずかしい思いをしたそうです。 

そこで、これから起業する人たちに、起業しやすい場所・条件を割安な賃料で電話対応秘書や応接室、

会議室、コピー機を設けた創業支援型インキュベーションオフィスの提供をされています。 

オフィスは、「Mio 浦和」、「Mio 埼玉県庁前」、「Mio 北浦和」、「Mio 新都心」の 4 箇所です。 

（創業・ベンチャー国民フォーラム主催：Japan Venture Award 2004 奨励賞受賞） 

（日本新事業支援機関協議会主催：JANBO Awards2006 最優秀支援者賞受賞） 

 

また、さいたまＳＯＨＯ起業家協議会では、会員の「販促で悩んでいること、事業で悩んでいること等」を

テーマに会員本人が説明し、それについて皆が意見やアドバイスを出し合う起業塾を毎月第３土曜日に

行っています。（オブザーバも歓迎） 

年１回のオープン起業塾では、産学共同で懸賞付学生論文発表会なども行っています。 

さらに、協議会メンバーで構成される「士業の会」による、「実践！会社設立・起業セミナー」を起業され

る方々に役立つよう随時開催しています。  

 

太田昇さんは、起業家として、経営者として、また１人の人間として大変素晴らしく、尊敬申し上げる方

のお一人です。 

太田理事長をはじめ、協議会の様々な仲間たちとの出会いにあらためて感謝する次第です。 

 

  今月の名言 鍵山秀三郎さん 『常識、良識を取り戻す』                                                                    

 
どなたの言葉かは忘れましたが、30 年くらい前に「日本の民主主義は、
いずれ勝手主義になる」とおっしゃった方がありました。 
今の日本を見ると、残念ながらその言葉どおりの国になってしまったと
いう印象です。 
法律には反していないからともっともらしい理屈をつけて、周囲の迷惑
も省みず自分勝手な振る舞いを平然と繰り返す人が増えました。（中略） 
法律や規則は、どんなに細かくつくっても隙間ができるものなのです。 
その隙間を埋めてきたのが、『常識、良識』だと私は思います。 
日本人も半世紀くらい前までは、法律など知らなくても、法律より遥か
に遠いところで自らを律して生きる人が数多くいたように思います。 
私たちはいま一度こうした姿勢を取り戻さなければならないと思うので
す。（月刊致知 6月号） 
 

 

さいたまＳＯＨＯ起業家協議会では、鍵山秀三郎さんを講師にお招きしてビジネス交流会 2008 を実施いたします。 

 

■日時    ：平成 20 年 7 月 11 日（金）  講演会 15：00～（参加費無料） 交流会 17：00～（参加費 1,000 円） 

■場所    ：新都心ビジネス交流プラザ 4Ｆ（さいたま市中央区上落合 2－3－2） ＪＲ北与野駅前 

■講演テーマ：「掃除に学んだ人生の法則」 

■定員    ：120 名（すでに 80 名近くの申込あり）                      お申込はＫ－ＰＵＲＯまで。 
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      ＤＲＥＡＭＥＲＳのご案内         
 

 

2008 年 6 月 7 日(土) 18:00 開場 19:00 開始 

 

◇新木場 1stRING  

（ＪＲ新木場駅 2 分） 

 
◇チケット 

全席自由 前売 3500 円 当日 4000 円 

 
◇メインイベント 

6 人タッグマッチ ノータッチルール無制限 1 本勝負 

はやて、清水裕介、浜谷清志 vs 守部宣孝、中里哲弥、広瀬隆 
 
 

 
   
 
はやて・・・・彼は高校時代の柔道部の仲間です。 
 
昔からプロレスが大好きで大学卒業後、メキシコに 6 年間修行した後、
みちのくプロレスなどに在籍していました。 
 
空中殺法が得意の覆面レスラーです。 
（繰り出す技はとにかく観ている人を魅了します。） 
 
現在は彼自身も出場しながら、正統派プロレスを機軸に若手育成に
力を注いでいます。 
 
若手たちはまだまだ未完成ですが、一所懸命さに観ていて心が熱くな
ります。 
 
こんな彼らをよかったら応援してやって下さい。 

チケットのお問合せはＫ－ＰＵＲＯまで 
 

     プロ太の小話集  ＮＯ2        
 

ある会社の社長が部長に言いました。 
 

社長 「我が社はイエスマンばかりで困るなぁ」 
 

部長 「お言葉ですが、社長・・・・。」 
 

社長 「口答えするな！」 
                                                  

                                          記事提供 読売ハンズ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
さて、第 2 版のＫ－ＰＵＲＯニュースいかがでしたでしょうか？ 
前回紹介した車両盗難方法について調査したところ、犯人たちは、その車種の車両コンピューター（ＥＣ
Ｕ）とリモコンキーのセットを持参し、コネクターを新しいコンピューターに付け替えることで、通常操作にて
エンジンを始動することが可能だそうです。別にイモビライザー解除装置もあり。 
イモビライザー神話はすでに崩れているワン！ （編集後記：プロ太） 
 
注：プロ太とは、右写真のＫ－ＰＵＲＯ番犬です。（体長 10Ｍ・体重 1ｔ） 


