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株式会社 ケイプロ

http://www.k-puro.co.jp
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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

千葉県千葉市中央区新町 1－20 江澤ビル

TEL 043－243－6110
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 業 務 内 容 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■機械警備事業

弊社独自のセキュリティプランニングにＳＥＣＯＭ・ＡＬＳＯＫ・CSP のインフラを使用

■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 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（RID2770）川口モーニングロータリークラブ

http://www.h3.dion.ne.jp/~mrc/

（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/

2011 年（平成 23 年） 9 月 11 日（日）

WRESTLING

新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ 開場 11：30 試合開始 12:30

DREAMERS

2011 夏

開場時アイメイト歩行体験を行います。

VOLVO 東邦オート様 CM ビデオ上映中

ご

挨

拶

宮城県産の稲わらから基準値の数十倍に上る放射性セシウム濃度が検出され、全国の肉牛が高濃度セ
シウムに脅かされました。
現在も微量ながらも噴出している放射線。
塵も積もれば山となる・・・牛のクソも段々に・・・等々のことわざもあるように少しずつ蓄積される放射線。
秋の新米の収穫時には、放射性セシウムに汚染された米が獲れないことを心から祈るばかりです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さて、サッカーなでしこジャパンがワールドカップで夢の世界一となりました。
また、ゴルフの宮里藍選手もアメリカツアーのフランス大会で今期初優勝を遂げました。
いざという時、日本は女性が強さを発揮するようです。
日本もそろそろ初の女性総理大臣を期待したいところですね。
個人的な考えでは、田中角栄翁の娘、田中真紀子さんなんかいががでしょうか？
独特なインパクトで外交交渉では何か大きなことをやってくれそうな気がします。
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㈲三愛クリーニング

代表取締役

大滝 誠司 様

大滝誠司社長とは、中学・高校の同級生であり、店舗の機
械警備および各店へ防犯カメラを導入しています。
防犯カメラは、各店舗が他店の接客をそれぞれ確認し合え
るようインターネットを利用した遠隔画像システムを導入。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
誠司社長は、高校卒業後、東京クリーニング学校という東京
都許認可の専門学校へ進み、歴代 2 位の高成績で卒業しま
す。（ちなみに 1 位は白洋舎のご子息）
そして父正夫氏が経営する三愛クリーニングへ後を継ぐため入社します。
三愛クリーニングは、誠司社長が 2 歳の昭和 42 年に個人でスタートした後、昭和 47 年 6 月に法人化。
現在は本社工場および直営店 2 店、取次店 4 店、社員数はパートを含め 22 名に上ります。
誠司社長が工場のハード部門全般、奥様が店舗接客のソフト部門を担当され、現在は 2 人 3 脚で会社を
運営されています。
今年 9 月からは大学を卒業後、都内に修行に出ていた 3 代目となる長男が帰ってきます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
三愛クリーニングにおいて特に力を入れ、こだわっている点は『洗い』と『環境問題』。
『洗い』
洗浄機の標準設定が 6～8 分のところ 15 分掛け丁寧に洗浄します。
これ以上やっても洗浄効果は薄れます。
また、新しい洗剤が出るたびに温度設定や時間設定の変化
において、汚織布を使い洗浄力テストを頻繁に行います。
洗いの時間は特別の決まりがあるわけではなく、店によって
バラバラであり 2～3 分しか洗浄しない安価な大量処理の店舗
もあるそうです。
仕上がりから 30 日間は品質保証を実施、三愛クリーニングで
の『洗い』こだわるプロ意識が伺えます。
『環境問題』
ドライクリーニングは有機溶剤で洗います。
溶剤の乾燥ガスはそのまま排出すると環境負荷となるため液体に戻し再利用しています。
洗浄する際に使用するフィルターも頻繁に交換をしないと白物衣類が黒ずんだりしてしまいます。
手間暇はかかりますが、この定期的なフィルターチェックおよび乾燥ガスを液体にして再利用する試みは
業界に先駆けて取り組みを実施してきた自負があります。
その他、ハンガーリサイクルやバースデイサービス、ドライと水を利用したダブルクリーニング工法や花粉
ガード加工等の独自のサービスもありますので、品質と技術を兼ね備え誠実な経営を行う三愛クリーニン
グ・洗濯工房を是非ご利用下さい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【大滝 誠司 様】
1965 年 3 月生まれ
東京クリーニング学校卒業後、三愛クリーニング入社。平成 17 年 10 月代表取締役就任。
【有限会社 三愛クリーニング】

http://www.sentakukoubou.co.jp/

本社営業所工場

千葉県市原市辰巳台東 3-26-3

電話 0436-74-2481

火定休

洗濯工房 MV 辰巳台店

千葉県市原市辰巳台東 1-2

電話 0436-75-1876

年中無休

洗濯工房国分寺台店

千葉県市原市国分寺台中央 5-6-4

電話 0436-40-3345

火定休
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たらいの水に学ぶ

若林克彦ハードロック工業

私が大阪で経営するハードロック工業は、社員数 50 人に満たない中小企業です。
しかし当社の製品は、新幹線、瀬戸大橋、東京スカイツリーといった国の重要建築物を陰で支え、海外で
も高速鉄道などに数多く採用され注目を集めています。
当社が製造するのはネジ。しかも絶対にゆるまないネジです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
私はもともと大阪のバルブメーカーで技術者として働いていました。
27 歳の時に訪れた国際見本市に、ゆるみ止めのナットが出品されているのを見た
時、もっと簡単で安いものがつくれると確信した私は、すぐに最初のゆるみ止めナ
ットを試作して特許を出願。
一年後に周囲の反対を押し切って独立しました。必ず売れるはずだという自信が
あったのです。ところがサンプルを持って売り込みに行くと、軒並み門前払い。
私のナットは工業製品が守るべき項目を定めたＪＩＳ規格違反しているというのです。
国鉄に売り込みに行った時には、ネジの締め直しをする路線夫たちの仕事を奪う
のか、と怒鳴りつけられる始末でした。
ほとんど給料も出ない状態が続き、会社を続けるか否か、随分迷いました。
それでも続けたのは、わずかでも私のネジを使ってくださるところがあったからです。
お金は結構ですからと置いてきたサンプルを、たまたまある会社が使ってくれ、それが初受注に繋がった
のです。そうした実績を少しずつ積み重ねていくうちに、自動化、省力化のブームが到来してコンベアは
飛ぶように売れ、私どものナットも生産が追いつかないくらいの勢いで売れるようになったのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ところが、納入先が増えるとともにクレームも舞い込んでくるようになりました。
絶対にゆるまないことを謳い文句にしていたにもかかわらず、削岩機や杭打ち機など、強い衝撃が持続
する機械で使用すると、次第にゆるみが出てしまうのでした。
弁償を求められることもしばしばで、必死で知恵を絞りましたが、なかなか妙案は浮かんできません。
ヒントを得たのは、神頼みのつもりでお参りした近所の住吉大社でした。
鳥居を見上げると、継ぎ目の要所要所が離れないよう楔が打ち込んでありました。
この楔の原理を応用すれば強いゆるみ止め効果が得られる。
そう確信した私は、そこから一年試行錯誤を重ね、ついにハードロックナットが完成したのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
私はハードロックナット以外にも、これまで様々な独自製品を生み出してきましたが、その原点は子供の
頃の疎開体験にあります。
畑でお年寄りが辛そうに腰をかがめて種まきをしている姿を見て、何とか楽な姿勢で種まきをさせてあげ
たいと考えたのがきっかけでした。
早速廃材を集めて種まき機をつくった時の大人たちの喜びようは、いまも鮮明に記憶に残っています。
以来私は、アイデアは人を幸せにするという信念を持つようになりました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
これは自著『絶対にゆるまないネジ』などでもご紹介しているたとえ話ですが、
たらいの水は、自分のほうへ引き寄せようとすれば、逆に向こう側へ流れてしまいますが、
相手のほうへ押し出すと、逆に自分のほうへ流れてきます。
同様にお客様や社会に喜んでいただく努力をすれば、その努力は結果的に自分たちに返ってくるのです。
また、そうした思いを込めて開発した製品であれば、相手がどんな大企業でも臆することなく売り込むこと
ができます。
たとえ中小企業であっても、世界に道を開くことは可能なのです。
（記事提供 到知出版社）
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事件ファイル

６億円強奪事件

2011 年 5 月 12 日、日月警備保障立川営業所から約 6 億 400 万円が強奪される強盗事件がありました。
宿直社員は 1 人だけで仮眠中であり、営業所の窓の鍵は半年以上前から壊れ、不審者の出入りを感知
する警報センサーはスイッチが切られていました。本社に通じる非常ボタンも使用されませんでした。
盗まれたお金は郵便局会社のものであり、この事件の結果、郵便局会社との契約も解除されました。
現金輸送部門の売上げの大半は郵便局会社からのもの。
6 月 17 日時点で日月警備保障は「郵便局側から被害額の特定に至った根拠が示されない」という理由で
損害金の支払いを行っていません。
2003 年、2008 年にも 1 億 5 千万円、6900 万円が輸送車からそれぞれ強奪されています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日月警備保障は、現会長・濱野守成氏が昭和 40 年に創業した老舗の警備会社。
濱野氏は、この他に㈱セキュリオンおよび社会福祉法人八瀬の里の会長を兼務する立派な実業家です。
しかし、こうも頻発すると何か自作的被害の匂いを感じざるを得ません。

プロ太の小話集

NO 40

3 人の兄弟が山登りに行って遭難した。夜になって、
「このまま死ぬのか？」

と思ったとき、1 件の民家が見えた。

助かったと思い訪ねてみると、その家には美人の娘と、めちゃくちゃ怖そうな親父が住んでいた。
「よそ者は泊めない」 という親父を、
「かわいそうだから」 と娘が説得し、物置小屋に一晩泊めてもらう事に。
しかし、その娘のあまりの美しさに目がくらんだ 3 兄弟は、夜中にトイレに起きてきた娘に襲いかかった。
しかしすぐに親父に取り押さえられ、
「お前等、全員殺す！！」 と日本刀を抜かれた。
だが 3 兄弟は土下座して必死に謝った。父親は、
「ここは山奥で食料も少ない。山から食料を持ってきたら、山のふもとへ抜ける裏道を教えてやろう」
と、条件を出した。3 人はすぐに小屋の近辺を探した。
はじめに戻ってきたのは次男だった。次男は、山ブドウを持ってきた。
それを見た父親は、
「それをケツの穴にいれて見ろ」 と言った。
次男は言われるまま、1 粒のブドウを自分のケツの穴に入れた。
そして次男は裏道を教えてもらい、無事山を降りた。
次に、三男が大きく実った栗を沢山抱えて戻ってきた。
父親は同じようにケツの穴に入れることを命じた。
三男は必死に頑張って、栗をケツの穴に入れ始めた。
もう少しで入るという所で、三男は何故か笑ってしまい、栗はケツの穴からいきおい良く飛び出した。
三男は、そのまま父親に殺された。
三男は見てしまったのだ。
嬉しそうに、スイカを抱えてこちらに走ってくる長男の姿を・・・・・。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？
警備会社は認定制であり、監督官庁は所轄公安委員会（警察署生活安全課）となります。
年に１度は必ず所轄公安委員会が立入検査を実施しなければなりません。
ずさんな警備態勢で行われていた日月の立川営業所。
監督官庁の警備会社との慣れ合いによる検査体制も見直すべき点があると思います。
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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