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

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

■機械警備事業        ＳＥＣＯＭ・ＡＬＳＯＫ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       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設置に至るまで全てのメンテナンス業務の取扱い 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 加 盟 所 属 団 体 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

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

（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/  

2010 年（平成 22年） 11月 13日（土）   WRESTLING  DREAMERS  GP2010 2回戦・準決勝 

新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ 開場 18：00 試合開始 19:00      VOLVO東邦オート様CMビデオ上映！ 

試合前 18時 10分より 小学生対象の無料プロレス教室開催（必要なもの：上履き・タオル・水そして勇気） 

              ご  挨  拶                      

Ｋ－ＰＵＲＯニュース、早いもので 31号になりました。 

よく皆さんから「ニュースの作成大変でしょう？」と質問をされますが、実は今まで一度も大変と思ったこと

はありません。 

お客様方へ少しでも様々な事件を知ってもらい危機意識を少しでも高めてもらうこと。 

そして、お客様紹介では、約１時間の取材のもと、お客様の業務内容を把握し、沿革や辛かった時期を知

ることができ、本当に心から親身になれ一層の信頼感が増すのです。 

記事を作成している間は、時間があっという間に過ぎてしまいます。 

また、この挨拶においても現在の自分自身の所信を表現することができ、日々の中で決して誤ったこと、

いい加減なことは出来ません。 

こんな会社ですが、支持をしていただけるお客様が少しずつ増え感謝の念に堪えません。 

社是、モットーを常に念頭におき、誠実に業務を遂行する次第ですので、これからも K-PURO をどうかよ

ろしくお願い申し上げます。  

                                             代表取締役  木戸 良樹 

http://eyemateway.exblog.jp/
http://www.volvocars.com/jp/all-cars/volvo-c30
http://www.k-puro.co.jp/
http://www.saitama-kk.org/
http://www.chibahojin.jp/
http://www.moralogy.jp/
http://blog.livedoor.jp/wdream1/
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株式会社 奥山    社長 奥山絵美様   常務 奥山栄臣様 

株式会社奥山の奥山栄臣常務とは千葉東法人会青年部でご一

緒する仲間です。絵美社長は女性部会長。 

本社のセキュリティをはじめ、社長宅、常務宅のホームセキュリ

ティも請け負わせていただいています。 

（写真右から冷静な栄臣常務、いつも素敵でチャーミングな絵美社長、とても美し

い古月取締役。古月取締役は中国名を程（てい）さんと言い、日本に帰化された

中国の方です。） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

市川市の不動産会社に勤めていた今は亡き泰弘社長は、絵美専務の２人で市原市五井に不動産会社

を設立しました。注文住宅や建売販売を行いましたがあまり売れず、当時珍しかった自動販売機の代理

店も行います。まだ赤ん坊の栄臣常務を片手にあちこちへジュース詰めを行っていたそうです。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

その後、本社を千葉市へ移転し、養生工事・仕上げ美装工事事業へ特化します。 

丁寧な仕事ぶりが評価され、鹿島・清水・竹中のスーパーゼネコンをはじめ、ほとんどの大手ゼネコンか

ら業務を請け負います。さらに建築士事務所の登録を行い、設計・施工図業務も開始します。 

同じように大手ゼネコンからの業務を次々に受注して行きます。 

翌年は上海から設計の技術者も呼び寄せ、日本の設計技術を学ばせます。 

清水建設が受注した上海ヤオハンデパートにおいて、日本で教育していた技術者を現地へ派遣。 

この上海においてできた信用を基に、合弁企業を設立。 

本格的に中国進出を決意されたのは、先代の泰弘社長が、あれだけの『天安門事件』を中国政府は何事

もなかったように粛々と鎮静化させ、日本の企業が撤退する中、逆にチャンスと見て進出の決心をします。

その後もいろいろな人の協力と人脈を築き、上海奥山建築装溝工程有限公司を設立。 

設計施工業をはじめ、大型レストランの設計・内装工事、日系企業の大規模マンションや研究施設の内

装工事、工場の施工等順調に推移して行きます。 

中国が悪い時は日本で、日本が悪い時は中国でそれぞれ天秤のように事業の安定化を図っています。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

事業継承についてお伺いしたところ、あと５年を目処に考えているそうです。 

栄臣常務のいつでも冷静沈着な性格と理路整然とした口調・姿勢は、今は亡き泰弘社長にそっくりです。 

『いい家倶楽部』という、個人のお客様を対象とした戸建て・リフォーム事業も今後力を入れていく分野。

設計から施工・内装・クリーニングと全てを自社で行うことができることが『奥山ブランド』の最大の強みで

す。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【株式会社 奥山】              座右の銘 『感謝の心を忘れない』『最後まであきらめない』 

千葉県千葉市若葉区都賀 3-21-8    ☎ 043-232-0511 

～沿革～ 

１９７４年 千葉県市原市に住宅販売の㈱奥山不動産を設立。 

１９７６年 本社を千葉市へ移転。建築材料販売・美装工事業開始。 

１９７８年 ㈱奥山へ商号変更。 

１９９１年 設計部設立。 

１９９２年 海外事業部設立。 

１９９５年 上海奥山建築装溝工程有限公司設立。 

２０００年 自社設計施工にて新本社ビル竣工。 

２００４年 先代泰弘社長逝去。絵美専務社長就任。現在に至る。 
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   今月の良い話   ～特別支援学級教諭～   山元加津子氏                         

「いま口コミで世界中１０数カ国に広まっている映画 「１／４の奇跡～本当のことだから～」。 

特別支援学級教諭の山元加津子さんと、子供たちの交流を描いたこの映画が、なぜ言葉の壁、 

人種の壁を越えて、世界の人たちの心を揺さぶるのか──。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

人は大人になると、「ありがとう」や「大好き」や「愛している」と伝えることが恥ずかしくなります。 

だけど子供たちは、全身で「ありがとう」や「大好き」「愛している」を表現する。 

その姿を見てみんなが感動するのは、きっと神様が「ありがとう」「大好き」「愛している」は「嬉しい」と感

じる働きを全人類にインプットしていて、日頃、蓋をしてしまったその感情を揺り動かされるからではない

か。山元先生はそういうのです。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

山元先生が出合った子供たちの中に雪絵ちゃんという女の子がいます。 

雪絵ちゃんはＭＳ（多発性硬化症）といって、頭の中のいろいろな部分が硬くなり、 

次第に耳が聞こえなくなったり手足が動かなくなっていく病気でした。   

しかし雪絵ちゃんはいつも「ＭＳでよかった」と言っていたそうです。 

「ＭＳだから気づけた素敵なことがたくさんあるし、車椅子だからこそ知っている素敵なことがたくさんあ

るよ。だから私はＭＳのことを丸ごと愛すの」 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

そんな雪絵ちゃんはたくさんの詩を残しました。 

 

～ありがとう～ 

私決めていることがあるの。 

この目が物をうつさなくなったら目に、そしてこの足が動かなくなったら、

足に「ありがとう」って言おうと決めているの。 

今まで見えにくい目が一所懸命見よう、見ようとしてくれて、私を喜ばせ

てくれたんだもん。 

いっぱいいろんな素敵な物見せてくれた。夜の道も暗いのに頑張ってくれた。 

 

足もそう。私のために信じられないほど歩いてくれた。一緒にいっぱいいろんなところへ行った。 

私を一日でも長く、喜ばせようとして目も足もがんばってくれた。 

なのに、見えなくなったり、歩けなくなったとき「なんでよー」なんて言ってはあんまりだと思う。 

今まで弱い弱い目、足がどれだけ私を強く強くしてくれたか。 

 

だからちゃんと「ありがとう」って言うの。 

大好きな目、足だからこんなに弱いけど大好きだから「ありがとう。もういいよ。やすもうね」って言ってあ

げるの。たぶん誰よりもうーんと疲れていると思うので……。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

雪絵ちゃんは山元先生に 

「病気や障がいは大事だって、人間はみんな違って、みんな大事だということを世界中の人が知ってい

る世の中にして」という願いを託し、穏やかに旅立ちました。  

山元先生は雪絵ちゃんとの約束を果たすべく執筆や講演活動を通して、 

「みんなが宇宙から愛されている大切な存在なんだ」と伝えています。 

同時にそれは、暗闇としか思えないような苦しい状況にあっても 

「ありがとう」「大好き」「愛している」という心が、人生を照らす一灯となることを教えてくれています。 

                     【記事提供 到知出版社】 
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      今月の日本語講座      ～粛々と（しゅくしゅくと）～                

中国の尖閣諸島沖での事件の際、首相を始め閣僚の方々が必ず使用していた言葉。  

普段は使用しない言葉である程度意味は伝わってきますが、改めて調べてみることにしました。 

① ひっそりと静まっているさま。 ② おごそかなさま。厳粛なさま。 ③ 謹みうまやうさま。 

「粛々」という表現を使ってよく知られているのは、江戸時代の儒学者、頼山陽の漢詩。 

「鞭声（べんせい）粛々 夜河（よかわ）を過（わた）る……」 

武田軍とまみえる上杉軍が、馬に鞭打（むちう）つ音もひそやかに川を渡る。 

静かでおごそかな様を表す言葉である。 

また、粛という字は、「ふでを手に持ったさま＋淵の略体」で、筆を持って深い淵のほとりに立ち、身の引き

締まる様を示す。 

結果、『静けさの中にも凛とした姿勢で淡々と行動する様子』と自分なりにまとめてみました。 

本来はとても格好良い言葉（意味）だったのです。今年の流行語大賞にノミネートされるかな？ 

 

     事件ファイル          急増する自転車事故                       
 

近年急増する自転車事故！ 

グラフのように 10年前と比較して自転車対歩行者は 4.5倍、自転

車同士は 6.5倍に増えています。 

日本全国の自転車保有台数を調べたところ、1988年は 58,612台、

1998年は 65,121台、2008年は 69,099台と増加はしていますが、

このことが直接事故へ繋がっているとは思えません。 

 

考えられる原因として、①スピードの出るスポーツタイプの増加 

②イヤホンで音楽を聴いていたり携帯電話をしながら走行しているために起こる不注意③赤信号を守ら

なかったりする交通ルール無視④夜間の不灯火走行等が挙げられます。 

自転車は軽車両扱いとなり、事故を起こし被害者側が死亡または怪我を負った場合は相当の賠償金を

払わなければならない例が多くあります。また、飲酒して自転車に乗っても交通違反となります。 

自転車だからと甘く見ていると痛い目に遭いますので、交通ルールをきちんと守り、マナーを持って運転

することを心掛けましょう。 

              プロ太の小話集        NO 31                   

ある女子アナウンサーが、船が難破して沈没したニュースを読んだとき、 

「行方不明者」と言うべきところを「亡くなった方」と言ってしまった。  

まだ死亡が確定していない段階で、死亡と断定した報道をすることなど報道に携わる人間として 

もってのほかである。すぐさま、隣の先輩キャスターが 

「亡くなった方とお伝えしましたが行方不明者の間違いでした。お詫びして訂正いたします」と謝罪した。 

その女子アナウンサーも、すぐに自分の間違いに気づき 

「遺族の方、大変申し訳ありませんでした」と謝罪した。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今月の K-PUROニュースいかがでしたか？今月のお客様紹介は、株式会社奥山の皆さんです。 

先代の社長がガンで急逝された際、絵美専務が社長代行として悲しみに浸る暇もなく葬儀のお礼として

相当数のお客様方へ挨拶をされたそうです。その疲れが溜まり絵美社長は３ヶ月間寝たきりの病に倒れ

ます。この間、役員をはじめとした社員の方々のチームワークにより会社は何とか平穏を保ちます。 

この期間が新生奥山の出来上がった基礎であると感じました。 

社員と一体になれる会社は心底強く、底力を発揮しますね。 

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） 


