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WRESTLING DREAMERS 2010 初夢

新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ 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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本年もよろしくお願い申し上げます。
今年の干支は 27 番目の庚寅（かのえとら・こういん）に当たります。
庚（かのえ）は、糸巻きの芯棒をさし、硬い・強いといった意味を持ちます。
寅（とら）は、弓を両手で持ち、背筋を伸ばし、矢をまっすぐ伸ばして射る姿を現しています。
トラは、背筋をすっと伸ばし、居ずまいを正しているように見える動物であることから寅をトラと当てるよう
になったそうです。ウ冠は家・建物の中を表します。
庚（かのえ）の芯棒のように中心がブレず、すべてにおいてしっかりと基礎を固め、寅（とら）のように目先
のことに惑わされず、居ずまいを正し、謹んで生きることが肝要と言う意味でしょう。
何のために会社を設立したか、この会社の使命は何なのか、創業の精神・経営理念を再確認し、しっかり
とした芯棒を構築し、本質を見つめ直し、周囲の変化に振り回されず状況を正確に判断し正しい手を打つ。
そんな 1 年を過ごしたいと思います。
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木戸 良樹
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お客様紹介

社是：お客様の満足度

㈲飯田産業

専務

飯田

裕司 様

飯田専務は友人のシステムアドヴァンス伊藤社長から紹介を受
け、現在は千葉東法人会青年部およびモラロジー勉強会でご一
緒させていただいています。
（写真中央が飯田専務・右が木下博司環境事業所長）
始めてお会いしたときは、体つきから大層な酒豪に見えましたが、
実は全くの下戸・・・。だけど酒の席はいつも一緒です。
飯田専務が大学を卒業されると同時に、お父様が個人でやっていた土木等のしごとを法人化にされまし
た。飯田産業様は、環境事業部と土木事業部の 2 本立てで業務を行っています。
メインである環境事業部の主な業務は、一般廃棄物および産業廃棄物の収集・運搬になります。
みなさんは、一般廃棄物と産業廃棄物の違いわかりますか？大きく区分するとこんな感じです。
■一般廃棄物・・・生活の中から出る廃棄物
■産業廃棄物・・・事業所や店舗から出る廃棄物
これらは全て各自治体の許可が無ければ業務を行ってはならず、少しでも違反した場合は許可取消とい
う厳しい処分を受けるため、各企業のコンプライアンスが非常に重要になってきます。
例えば、一般廃棄物と産業廃棄物はそれぞれの市町村で許可を取り、また、回収する車両も違えば回収
したものを処分する場所も違うそうです。
一見、非合理に思われますが、市町村ごとの条例変更が度々行われるため、それに合せざるを得ません。
この条例変更の情報収集が、現在一番苦労を強いられるところです。
店舗での廃棄物を回収する中でこんなお話も聞けました。
店舗の廃棄物回収は時間が命。お店が開店する前までに廃棄物を回収しなければなりません。
回収する方たちにとっては、1 分 1 秒でも速く、次の現場へ行きたいところ・・・。
廃棄物を回収した後に残る少量のゴミ・・・。
社員の方たちは、これらをほうきで丁寧に掃き、回収跡をきれいにする試みを行っています。
お客様のためになればと、同業他社と差別化につながる取組みに感心させられます。
飯田専務の人柄から、この会社の自慢の一つが極端に低い退職率！
飯田産業に入社するとみんなこの会社に誇りを持ち、好きになる。
専務は今、社員の待遇改善のため、いかに効率のよいローテーション管理ができるかを日々模索中。
事業所や工場、倉庫、店舗の廃棄物等々は飯田産業へお問合せ下さい。
きっと納得の行く良い提案をしてくれますよ！
【飯田裕司様 プロフィール】
1969 年 11 月生まれ 千葉県出身

趣味は大型自動二輪に乗り、風を浴びること

【有限会社 飯田産業】 まちのエコパートナー

http://www.iidasangyou.co.jp

千葉県千葉市花見川区犢橋町 1703－1 TEL 043-257-9191
■ 産業廃棄物・一般廃棄物の収集・運搬

■ 産業廃棄物の中間処理

■ 建物衛生管理（水まわり、貯水槽・配水管清掃等）
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FAX 043-257-9188

■ 土木工事

■ フロンガス収集・処理
■ 造園緑化事業
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自分を育てるのは自分

「私は主人が早くに亡くなりました。女の子 1 人の母子家庭だったんですけど、主人が亡くなってから、く
ず屋の仕事を続けて女の子を養いました。
幸い、小学校の頃は、いい子だ、やさしい子だと、皆さんから誉められていただいていたんですが、中
学校になってからぐれ始め、とうとう中学二年生の時には警察のお世話になるようなことになってしまい
ました。あの、いい子だいい子だといわれた子が、何故こんなことになったんだろうか、どう考えても分
かりません」
それが偶然分かったことですが、
「いくら勉強ができるからといって、くず屋の娘やないか」
と言われたことが大きなショックになって、
「お母さんがあんな仕事をやってるから、いくら勉強やったって、みんなからバカにされる」
と考え、それからぐれはじめたということが分かりました。
しかし、このくず屋の仕事をやめてしまっては、もう今日からの暮らしに困ってしまいます。
かといって、ただ 1 人の女の子がそんなことでは、亡くなった主人に申し訳ございません。
長い間、ずいぶん迷いましたが、結局私の仕事を分かってもらう以外にはないと考えつきました。
ある時、「お母さんが長い間こんな仕事をやってきて、足腰が痛んで、どうにもこうにもあの下からから
の坂道、家まで車を引いて登ることができなくなってしまったんだ。すまんけど、あの下のポストのところ
まで、明日迎えに来てくれないか」
「ボロ車の後押しなんかイヤだ！」
「イヤだろうな、ボロ車の後押しなんてイヤだろうな。でもお母さん、足腰がもう痛んで、どうにも車があ
がらなくなってしまった。頼むからあのポストのところまで、迎えに来てくれないか」
いくら頼んでも、「ボロ車の後押しなんかイヤだ」思った通り、はねつけられてしまいました。
「イヤだろうな、ボロ車の後押しなんてイヤだろうな。でもな、六時には間違いなしに帰ってくるからな。
あのポストのところまで迎えに来てくれんかい」
「じゃあ、六時ちょっきりやで。少しでも遅れたらよう待たんで」
ということで、どうにか承知してくれました。
あくる日、車を引いてポストのところまで帰って来ると、ポストのかげに、恥ずかしそうに、しゃがんで待
っていてくれました。
そして、後を押してくれたんですが、車を引きながら、このボロ車に顔をそむけながら、どんな思いで後
押ししてくれているかと思うと、こんな仕事やってきて、そして娘にまでこんなみじめな思いをさせると思
うと、たまらん思いでしたが、おかげさまで家まで車を引いて登ることができました。
「あんたのあかげで、今日は久しぶりに車を引いて帰りつくことができた。明日もすまんけどな、お願い
するよ」
そのあくる日も迎えに来てくれていた。
そんなことが五日ばかり続いたある日、ポストの倍のところまで迎えに来てくれていました。
後押しをしながら、「お母さんの仕事って、大変なんだな！」と叫んでくれました。
「お母さんだって、この仕事が好きなはずはない。でも私のために、この仕事、足腰が動かなくなるとこ
ろまで頑張り続けてくれた。私のために。だのに私はお母さんを恨むなんて」
・・・気付いてくれたんです。そのあたりから、立ち直ってくれました。
【記事提供 致知出版社 東井義雄先生のあるお婆さんの話し 原文のまま】
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不法投棄（家庭ごみ）

【日時】

平成 21 年 12 月 25 日（金）21 時 28 分

【場所】

群馬県太田市

【事案名】

家庭用小型冷蔵庫マンション駐車場への不法投棄（家電リサイクル法対象品）

【事案概要】
ワンボックス車で現れた男女 2 名は、マンション１F の駐車場に壊れた冷蔵庫を投棄し、そのまま立ち去っ
たもの。マンション関係者の方によると男女 2 名は居住者ではなく、外部から来た者たちである。
処分費用をケチるあまり、人様のマンション敷地内に勝手に投棄していく不道徳ものを決して許してはい
けません。
男女 2 名は、周囲の様子はうかがうも防犯カメラには全く気付いていない。

インターネットで罰則について調べたところ、不法投棄罰則（産業廃棄物・一般廃棄物共通）は次の通り。
5 年以下の懲役もしくは 1,000 万円以下の罰金または併科。
家庭ごみの不法投棄による処分としては、過去、罰金 20～50 万円の事例あり。
ただし、友人の弁護士に確認したところ、罰則は業者にしかなく、軽犯罪法違反（第 1 条第 27 号）もしくは
所有権侵害による不法行為として民法上の損害賠償請求をするしかないようです。

プロ太の小話集

NO 22

先生

『このバカバカしい作文を書いたのは誰だ！』

生徒

『先生！ボクのお父さんのことを悪く言わないで下さい！』
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今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？
近年、日本海に大量に現れ漁獲の被害が発生している厄介者の『エチゼンクラゲ』。大きすぎて
処分に困っていることはニュースでも知ってのとおりです。
ただし、この『エチゼンクラゲ』、乾燥させ裁断したものは、もの凄く保水作用が高く、また栄養分も豊富な
ため、肥料として土に混ぜると少量の土でも植物が元気に育つそうです。
この『エチゼンクラゲ』を使って、砂漠地帯を緑地化する構想があるようですが、厄介者も目先を変えた発
想で温暖化対策の一環に役立ちそうです。
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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