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□ 2009 年（平成 21 年）12 月 19 日（土）

GP 決勝戦（サスケ＆マッチョ☆パンプ参戦）

□ 2009 年（平成 22 年） 2 月 6 日（土）

WRESTLING DREAMERS 2010 初夢

新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ 新木場駅徒歩 1 分
□

開場 18：00 試合開始 19:00

リングマット赤コーナーへ K-PURO 広告掲載中！！
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皆さん、こんにちは。今月は本当にたくさんのニュースが話題になりましたね。
巨人軍の日本一に始まり、のりピーの有罪判決、松戸・島根の女子大生殺人事件、女詐欺師による殺人
事件容疑、天皇陛下御即位 20 周年、オバマ大統領来日、市橋容疑者逮捕、行政刷新会議事業仕分け、
居酒屋火災事故等々です。
中でも殺人事件が多く報道され、皆さまの不安を増徴しています。
少々物騒ですが、今月の事件ファイルは殺人事件の統計を抽出しましたのでご覧下さい。
殺人事件の検挙率は世界主要国と比較しても相当高いパーセンテージになっています。
冤罪なども話題に上っていますが、日本の公安総合力に改めて敬意を評します。
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孤丘 （KOKYU）

店主

杉田 俊介 様

蕎麦孤丘様は、10 月 20 日にオープンしました。
さいたま起業家協議会の仲間である静谷建築設計事務所静
谷雅人さんがプロデュースされたきっかけで、機械警備および
防犯カメラシステムをご契約していただきました。
店内は見事なまでの天井をはじめ、特注の柱や壁、１枚板の
テーブル、背高のイス、音響装置等々どれもこだわりのものば
かり。
ほかに洒落た離れ個室が３つあります。
店名『孤丘』の由来は、中国の古典「列子」の「孤丘の戒め」の故事から、
「人間は立身出世をしても身を慎まなければならない」という意味合いか
ら、自分自身を律する意味も込め命名したそうです。
若い頃から日本料理の専門性の高いものに興味を持たれ、自身が一番
クリエイティブと感じられた『蕎麦』を極めようと修行に励まれました。
雰囲気、味、サービスが三位一体となったお店創りを心掛けながら、お
客様には広々とした空間や贅沢な造りの個室で、ゆったりと時間を忘れ
蕎麦を味わって欲しいとおっしゃっていました。
杉田さんは本当に蕎麦を愛し
て止まないことが話しの節々
からわかります。
厳選した蕎麦の実。
徹底した温度管理や手間隙を
かけた丁寧な仕込み等々・・・

お客様に本当においしい蕎麦を味
わってもらいたいというコンセプト。
と ても素敵な本格蕎麦店 が浦和
（与野）に出来ました。
皆さまも是非ゆっくりと本当におい
しい蕎麦を味わいに来て下さい。
うちの小学校 4 年生の坊主も孤丘
のかけそばの虜です！
写真左：もりそば

写真右：田舎そば（十割そば）

【杉田俊介様 プロフィール】
昭和 54 年生まれ 埼玉県さいたま市（旧浦和市）出身
【蕎麦 孤丘】
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 1-11-10
TEL 048-762-3167
JR 京浜東北線与野駅西口ロータリーから線路沿い大宮方面徒歩 2 分
昼 11:30～15:00 夜 18:00～21:00 日曜祝日 11:30～18:00 月曜定休
3,000 円コース・5,000 円コースもありお勧めです。
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国連開発計画（UNDP）親善大使

紺野 美紗子 様

11 月 15 日は国際ロータリー2770 地区の地区大会が開催さ
れ、2770 地区クラブ管理運営部門委員の 1 人として大会に
出席いたしました。
記念講演では、国連開発計画（UNDP）の親善大使としてご
活躍されている女優の紺野美紗子さんをお招きしました。
【UNDP＝United Nationｓ Development Programme の略】
UNDP とは、国連機関の一つで世界中の貧困をなくすため、
途上国の国づくり人づくりに取り組んでいる開発援助の機関
です。
分かりやすく言うと、困っている人にお米をあげるのではなく、お米の育て方を教えること。
長い目で見て、その国の人たちが自分たちの力で豊かになれるように行う援助機関です。
（残念ですが、今回の行政刷新会議では、事業仕分けの予算削減対象となっていました。）
紺野さんは、ＵＮＤＰから親善大使としての打診があり、自分に何ができるかわからないが、人の役に
立てるならと 1998 年に親善大使になることを受託しました。
報酬は年間でわずか 1 ドルだそうです。
ＵＮＤＰでは、紺野さんを含め現在 5 名のグローバル親善大使を任命しています。
（サッカーのジダンやロナウド、テニスのシャラポア選手等）
紺野さんはこれまでに、カンボジア、パレスチナ、ブータン、ガーナ、東ティモール、ベトナム、モンゴル、
そしてタンザニアを公式訪問されました。
途上国の視察を通じて人々の生活の現状やＵＮＤＰの活動を、講演や通じて多くの人達に伝えることを
親善大使として大切な仕事をされています。
■ UNDP 親善大使としての 10 年間を綴ったエッセイ集 『ラララ親善大使』発売中！
本書では、紺野さんが 2007 年まで訪問した 7 カ国の現状や開発のための
取り組み、ＵＮＤＰの活動などを実際のエピソードや経験を交えながら、子ども
から大人まで読みやすく、親しみやすく紹介しています。
カンボジアで HIV/エイズとともに生きる人々が希望を持って働く縫製工房か
ら、ブータンやモンゴルで特産品を生かして地方経済を活性化するプロジェク
ト、さらにはガーナのパソコンを積んだバスによる移動 IT 教室やベトナムのエ
コ・ツーリズムまで、世界の現場でＵＮＤＰや日本政府がどのような支援活動
を行っていることを知ることができます。
【A5 版 オールカラー128 ページ定価 ：本体 1,400 円＋税 発行：小学館】
＊ 紺野さんの活動の内容が写真入で分かりやすく書かれています。皆様もよかったらお求め下さい。
＊ この本の印税全てが UNDP へ寄付されます。
国際ロータリー（RI）における活動でも、途上国におけるポリオ撲滅運動をはじめ、識字率向上や水問
題に真剣に取り組んでおり、UNDP と共通する部分が多々あり非常に共感を得ました。
私がロータリークラブに在籍している一番の理由として、一企業ではたかがしれている奉仕活動・社会
活動が、ロータリーの一員として活動することにより何倍、何十倍の効果にも繋がる活動ができることで
す。
自分という１人のちっぽけな人間が、少しでも世界や日本の皆さまのお役に立てる活動ができる・・・
そんな素晴らしい仲間たちが国際ロータリーを支えています！
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

事件ファイル

殺人統計

最近のニュースで殺人事件がやたらと目に付きます。
毎日どのくらい殺人事件が発生し、年間何人の方が殺されているのか・・検挙率は？
ちょっと調べてみました。
平成 20 年の殺人件数は 1,297 件（1 日 3.6 件）発生しています。検挙率は 95.4％です。
昭和 46 年から現在まで一番殺人の多かった年は昭和 51 年で 2,036 件（1 日 5.6 人）発生しています。
検挙率は 96.4％です。最も検挙率の良かった年は平成 8 年の 98.3％でした。
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昭和 60 年以降は著しい減少傾向にあり、平成に入ると 1200～1300 件台を推移します。
平成 19 年は初めて 1200 件を割り込み 1,199 件まで減少しました。
本年は若干昨年より上昇しているとはいえ、最多期より 700 件近く減少していることになります。
日本国は外国では考えられない治安の良さを維持しています。

プロ太の小話集

NO 20

小学校 5 年生のマラソン大会でのこと。
ボクと玉井どんは太っていた。したがって、マラソン大会はいつもどっちかがビリだ。
ボク

「玉井どん、一緒に走って最後は同時にゴールしようよ。」

玉井どん 「わかった。一緒にゴールしよう。」
玉井どんはそう言うと静かにうなづいた。
約束どおり一緒に走り、最後の１００メートルにさしかかったとき、ボクは猛然とダッショした。
あせった玉井どんは、もの凄い形相で追いかけてきたが、僅差で玉井どんはビリになった・・・
翌年のマラソン大会。1 年ぶりに玉井どんが話しかけてきた。
玉井どん 「今年こそは本当に一緒にゴールしようよ。」
ボクはだまってうなづいた。
一緒にゴールしたらボクは去年のことを玉井どんに謝ろうと思っていた。
約束どおり一緒に走り、最後の２００メートルにさしかかったとき、
玉井どんは猛然とダッシュし、僅差でボクはビリになった・・・
あれ以来、玉井どんとは口を利いていない。 元気かい？玉井どん。
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････・
今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？

静谷雅人さんのこだわりの設計がいたるところで建物に現れている蕎麦孤丘さん。
居心地の良い空間を醸し出しています。建築中に静谷さんに教わったこと・・・・・それは
「どんなに良い設計をしてもそれを形にしてくれる業者さんたちがいなければ何にもならない。
やってくれる方々がいて初めて自分の設計が形になるんだよ」と。
元請けと下請け（または仕入れ先）。『利は元にあり』という言葉があります。これは、利益は上手な仕入
先から生まれてくる。仕入先を買ってくださるお客様と同じように大切にしていくこと。
松下幸之助翁もおしゃっていました。弊社の業務も請負ってくれる業者さんがあって完成できている。
このことを決して忘れることなく肝に銘じておきたいと思います。
注：プロ太とは、写真のＫ－ＰＵＲＯ番犬です。（オス・出生地横浜市・育ち千葉・体長 10 メートル・体重 1 トン・無敵無敗）
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