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新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ 開場 18：00 試合開始 19:00
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皆さん、こんにちは。
最近、不況のためかエコのためか首都高速がガラガラです。
株価は 9,000 円台を上回り若干持ち直してきましたが、経済情勢はまだまだ不況真っ只中のようです。
この不況の中でお会いする方々を見ていますと、困った困ったと言って嘆いている人、周期的に訪れる不
況を正面から受け入れ次の準備を着々とされている人に分かれます。
偉大なる松下幸之助さんは、『好況よし、不況さらによし』とおっしゃていました。
不景気の場合、買う方が商品、会社、経営者を吟味して購買を決めるため、自ずと強く良い会社に購買
が集中するということだそうです。
弊社もこの時期にプロフェッショナル化を進化させ、社是である「お客様の満足度」をより向上せしめるよ
う一つ一つのお引き合いを大事に、かつ満足いただける提案をしていきたいと思います。
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不審者（後つけおよび声賭け）

平成 21 年 5 月 7 日（木）
① 17 時 46 分 22 秒
伊藤美咲似のお嬢さんＡ（20 歳）がマンションに住む親御さんのところ
へ来たところ。
来る道の途中で不審者が向こうから頭を下げ、お嬢さんは近隣の方だ
と思っていた。
②17 時 46 分 40 秒
18 秒後、お嬢さんＡの後をつけて来た不審者。
エントランス外側のＦＩＸ窓からお嬢さんＡがエレベーターに乗るところを
じっと見ていた。この時点で様子がおかしいと判断。
降りる階を確認していたと見られる。

③17 時 48 分 18 秒
エントランス外側にいた不審者は、居住者がオートロックを解除して建
物内に入ると続いて入ってきた。
居住者に声を掛けられないよう携帯電話で通話しているふりをしてい
るものと見られる。
④17 時 50 分 20 秒
エントランスやエレベーター前をうろうろする不審者。
身長約 178cm、短髪、ガッチリ型、35～45 歳くらい。腹が出ている。

⑤18 時 11 分 45 秒
しばらく建物の外に出ていたが、居住者の高校生のお嬢さんＣが帰宅
したところを一緒に入ってきたところ。

⑥18 時 14 分 02 秒
柴咲コウ似のマンション居住者お嬢さんＢ（19 歳）へ声賭けを行ってい
る様子。
通用口内側に不審者がいる。

⑦18 時 16 分 18 秒
ポケットから 1 万円札を取り出し、アルバイトをしないかと執拗に声賭
けを行う。
お嬢さんＢは不審者をマンションの居住者の方と思い、無下に出来ず
対応に困っていた。
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ＮＰＯ法人 日本危機管理学総研

理事長

茂木 正光 様

茂木さんとは富士通の重富さんからリスクマネージメントを勉強する
会があるので来ないかと誘われお会いしたのがきっかけです。
研究会には普段お会いすることのない大学の教授をはじめ、高級
官僚の方や銀行員、会社員、会社経営者、シンクタンク研究員等
様々な分野の方が集い、私にとってはとても新鮮な勉強の場になっ
ています。
どなたでも参加できますので、お気軽にご参加下さい。
昨年 7 月に㈲Ｋ－プロジェクトから㈱ケイプロへ商号変更した際にも手続きに茂木さんにお世話になりま
した。
また、同じロータリアンとして、茂木さんは東京板橋セントラルロータリークラブに所属され、次年度幹事を
務めます。
写真中央は、茂木さんの愛妻で植村春香さんです。
ＮＰＯ法人農業情報総合研究所理事長をはじめ、東京農業大学食と農の博物館運営委員やエフエム世
田谷では「農といえるニッポン」のパーソナリティも勤める働き者です。
ご夫婦で各方面でご活躍されています。とても仲の良いお二人です。
余談ですが、奥様は先日走ってきた自転車に衝突され、背骨にヒビが入る重傷を負ってしましました。
最近自転車に乗る人が増え、それに比例して接触事故が急増しているそうです。
ほとんどがスピードを出しすぎることによる事故です。自転車の運転マナーが今求めらています。
皆さまも気をつけて下さい。
完治しましたら快気祝いをやりましょう！

「人に出会い、人と話し、そして、人とともに行動する」
【茂木正光行政書士司法書士事務所】
1998 年 10 月創業
東京都板橋区南町 27－17
mitsu-motegi@msc.biglobe.ne.jp
許認可手続き、契約書業務の行政書士と、商業登記手続きの司法書士の２つのライセンスを活かして、
中小企業の社長様の法務的なニーズに応える。
【戦略経営研究会】
1998 年 4 月設立。会員数 232 名。
（設立主旨）各界の有志が連携し、現在の日本における閉塞状況を克服するための企業及び国家の「戦
略」について、様々な観点から議論及び活動を行う。ビジネスパーソン視点の戦略・政策研究グループ。
（活動状況）研究会、シンポジウムの開催、また、提言レポートの作成、公表。なお、NPO 法人日本危機
管理学総研、NPO 法人農業情報総合研究所、LLP 戦略経営パートナーズは、戦略研の分科会。
【日本危機管理学総研】
2003 年 10 月設立（内閣府認証）。会員数：13 名。
（設立主旨）危機管理（リスクマネジメント）を学問として体系化すること
（活動状況）研究会、シンポジウムの開催、また、危機管理商品・サービスの推奨など。
【茂木正光様 プロフィール】
1971 年生まれ 東京都板橋区出身。明治大学法学部卒業。
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今月のグルメ店

浦和

仲仲庵

5 月 11 日、妻と一緒に浦和の満寿屋にうなぎを食べに行ったが休業日
だったため、１つ中道を通ると麦とろバイキングの旗が・・・
つられて車を中に入れると優しそうなおじさんが出てきて、満車のため
別の駐車場を案内してくれました。
麦とろバイキングは先客で一杯だったが、暫く庭園を眺めながら待って先ほどのおじさんがやってきて、
「麦とろは、皆さん最初にご飯を一杯よそってしまいますが、通常の 1/3 くらいにして、麦とろを多めにす
るとたくさん食べれるよ！」と奥義を教えてくれる。
それから 10 分くらい待ち客室へ通される。
客席は 25 席くらいしかないが、明治時代の建物らしく風情たっぷり・・・
木箱に 1 人分 1,000 円を入れあとは時間制限もなく気が済むまで自由。
おかずも 10 品くらいあり、全て御代わりは自由！
赤みその味噌汁もうまいよ。
なかなか変わった感じの良い昼食をとることができました。（満足）
平日のみ 11:30～13:30
さいたま市浦和区岸町 7-4-6
TEL 048-829-2881
http://www.urawa-chiyoda.jp
割烹千代田・旅館いけだ併設

プロ太の小話集
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オサムが富士見町の街を歩いていると、少年に呼びとめられた。
「おじさん、今、一万円札落としませんでしたか？」
オサムはちょっとポケットを探っていたが
「ああ落としたようだ。坊や、拾ってくれたのかい？ありがとう。」
「いいえ」少年はポケットから手帳を取り出し、なにか書きながら言った。
「今ボクたち、この町に何人ウソつきがいるか調査しているんです。」
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・

今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？
事件ファイルは、ストーカーまがいの不審者の動向を紹介しました。このような案件は、あまりおおやけに
ならず、警察にも通報しない例が多いようです。
今回、管理組合様からビデオ再生の要請を受け、映像を確認後、悪質犯罪に繋がる恐れが生じていたた
め、すぐに 110 番通報されるよう依頼し警察官に立ち会ってもらいました。
何事も予防が大事ですので、ためらわず警察に通報しましょう！
以前ご紹介した葛飾区の自転車泥棒は、ビデオ映像から犯人を割り出し逮捕されました。
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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