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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        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設置に至るまでのメンテナンス業務の取扱い 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 所 属 加 盟 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/  

2012 年（平成 24 年） 5 月 26日（土）              新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ 開場 18：00 試合開始 19：00 

WRESTLING DREAMERS  2012 ～THE 3ｒｄ MISSION～    

東日本大震災から 1 年経った宮城県の塩釜～女川へロータリークラ

ブの共同奉仕活動の一環として行ってきました。 

塩釜は、津波による被害は浦戸諸島がクッションになったおかげで他

ほど大きくありませんでしたが、反面、女川の沿岸部は目を覆いたくな

るような惨澹たる状況です。（写真は横倒しになったビル） 

近くの女川原発（東北電力）は今回の地震による津波の被害がありま

せんでした。 

それは建設当時に役員の方が、当初 10ｍの高さに建設予定だったものを 14ｍでなければならないと自

説を曲げなかったことにより今回の被害を免れたそうです。福島原発（東京電力）は 10ｍの高さに建設予

定でしたが、海水取水がしやすいよう予定高さを 4ｍに下げて建設したことにより今回被害が甚大になり

ました。「協調はするけれど同調はするな。」という教えがあります。 

自分の考えに軸を立て、決して安易な方向に受け流されることのないよう生きていきたいものです。 

代表取締役 木戸 良樹

http://eyemateway.exblog.jp/
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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林社長はALSOK時代からのお客様で、自宅のホームセキュリティをはじめ、店舗の機械警備および防犯

カメラを導入していただいています。お客様というよりは親戚のような間柄です。 

（写真右が林社長・中央は奥様の幸子常務） 

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

読売ハンズの前身は、林コミュニティサービスといい、故父正之

助氏が八木グループから独立したのが始まりです。 

林社長は 3人兄弟の真ん中。長男は新聞販売店の跡を継ぐ気

が全くなく、当時羽振りの良かった父親をみて、それなら自分が

継ごうという甘い考えで事業継承します。 

新聞販売店は、通常、『配達・集金・拡張』の 3点が社員の任務

であるという概念があり、林社長は配達はアルバイトに全面的

に任せ、社員は 9時出勤とします。 

これは、社員に配達に追われる時間をなくすことで、お客様にき

めの細かいサービスを行き届けることを目的に実行しました。 

しかし、この改革には先代の正之助氏は猛反対・・・。 

父の反対にも負けず、自分の信念を貫きとおし現在も変わらぬ体制をとっています。 

社員の待遇改善を行い、働きやすい環境を整えてきました。 

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

他店との差別化については、毎月 5日に『ハンズ Club』というミニコミ誌を 17,000 部配布しています。 

今月で 174号になりました。 

（K-PUROニュースもハンズ Clubを参考に始めました） 

A3版 4ページフルカラーで、クイズあり、プレゼントあり、グルメ情

報、読者ハガキの紹介、医療機関の紹介等々情報が満載です。 

また、ハンズ宅配便では、全国各地のおいしいものや米、水の注

文を受け付け、玄関先までお届けするサービスも行っています。 

お客様から届く毎月のハガキは約 1,000 枚。 

お客様とのコミュニケーション情報源となっています。 

その中で激励や感謝の言葉をいただく時が一番のひと時です。 

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

インターネットやSNSの普及や若い世帯が新聞を摂らないことにより、新聞契約者数は減少していますが、

新聞という商品はまだまだ商品価値はあると林社長は見ています。 

最近多く報道されている孤独死の問題もコミュニティを密に 1件 1件を把握している読売ハンズのお客様

ならありえない出来事・・・。 

新聞販売店はエリア制のため限られたお客様になりますが、地域のみなさまの生活や安全に心から満足

していただくために読売ハンズでは、今後も様々な商品のサービスや研究・開発を試みる次第です。 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

■読売ハンズ林グループ   千葉県千葉市若葉区桜木 6-17-1   電話 043-233-3443     

販売エリア：桜木・桜木北・都賀・若松町・貝塚町・小倉町・小倉台  http://www.hands-club.com/ 

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

■林 幹夫 社長        昭和28年3月生まれ   千葉市中央区出身   千葉中部読売会相談役 

お客様紹介    株式会社 読売ハンズ  林 幹夫 様 

http://www.hands-club.com/
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今月の良い話   「手紙」～親愛なる子供たちへ～ 

 

年老いた私がある日 今までの私と違っていたとしても どうかそのまま私のことを理解してほしい 

 

私が服の上に食べ物をこぼしても 靴ひもを結び忘れても  

あなたに色んなことを教えたように見守って欲しい 

 

あなたと話す時 同じ話を何度も何度も繰り返しても その結末をどうかさえぎらずにうなずいて欲しい 

 

あなたにせがまれて 繰り返し読んだ絵本があたたかな結末はいつも同じ  

でも私の心を平和にしてくれた 

 

悲しいことではないんだ 消え去ってゆくように見える私の心へと 励ましのまなざしを向けて欲しい 

 

楽しいひと時に 私が思わず下着をぬらしてしまったり  

お風呂へ入るのを嫌がるときには思い出して欲しい 

 

あなたを追い回し 何度も着替えさせたり さまざまな理由をつけて嫌がるあなたとお風呂に入った  

懐かしい日のことを 

 

悲しいことではないんだ 旅立ちの前の準備をしている私に 祝福の祈りを捧げて欲しい 

 

いずれは歯も弱り 飲み込む事さえ出来なくなるかも知れない 

 

足も衰えて立ち上がる事すら出来なくなったら あなたが か弱い足で立ち上がろうと私に助けを求め

たように よろめく私にどうかあなたの手を握らせて欲しい 

 

私の姿を見て悲しんだり 自分が無力だと思わないで欲しい 

 

あなたを抱きしめる力がないのを知るのはつらい事だけど 

私を理解して 支えてくれる心だけを持っていて欲しい 

 

きっとそれだけで それだけで私には勇気がわいてくるのです 

 

あなたの人生の始まりに 私がしっかりと付き添ったように  

私の人生の終わりに少しだけ付き添って欲しい 

 

あなたが生まれてくれたことだけで 私が受けた多くの喜びと  

あなたに対する変わらぬ愛を持って笑顔で答えたい 

私の子供たちへ 愛する子供たちへ 

 

作者：不明（ポルトガル語） 

翻訳：樋口 了一 
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■発生日時  平成 24年 2月 18日（土）2時 14分ごろ 

■発生場所  千葉県松戸市 

■犯人特徴  身長 180cm程度の長身・やせ型・黒色ダウンジャケット・ジーンズ・半ブーツ 

犯人は若干雪が降った後、1人で現れ迷うことなく被害オートバイへ向かったため、予め下見をしていた

ものと見られる。 

オートバイはカバーが掛けられ、前輪ハンドルロックおよび後輪をワイヤー錠で留めていたようたが、約

3分半ほどで持ち去られてしまった。 

振動感知威嚇ブザーは誤作動が気になるし、こうなると金属製の錠を 2本以上噛まさないと防御するこ

とはできません。 

 

 

 

家の前で遊んでいた 5歳のシゲキ君が、家に駆け込んできて言った。 

「ママ！今、うちの前を身長が 3 メートルもある男の人が歩いていったよ！！」  

母親が言った。 

「シゲキちゃん！3 メートルの身長の人なんていません！ 

物事を大げさに言っちゃいけないと、ママは 100万回も注意してるでしょ！！」  

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

今月の K-PUROニュースいかがでしたか？ 

本年は世界の代表を決める選挙が目白押しです。 

1月に台湾の馬英九総統再選、2月にはロシアのプーチン大統領の返咲き、その他フィンランド・イエメン

でも大統領選挙がありました。4月以降はフランス・エジプト・メキシコ・インド・アメリカ・韓国の大統領選が

控え、中国も国家主席が変わる激動の年となります。 

日本も民主党代表および自民党総裁選挙が 9月に実施される予定です。 

日本は国内で揉めていないで、どっしりと落ち着いた政治を行い、領土問題のはっきりとした主張を世界

に発信し、グローバル化の中で中心的役割を担ってもらいたいと思います。 

さて、日本国内では K-POP ブームに沸いている傍ら、韓国人有権者センター

はアメリカのニュージャージー州の図書館敷地内に 20万人が拉致されたとい

うでっち上げ「慰安婦の碑」が 2010 年 10月に建立されました。 

今後全米 20 カ所に建立する計画があるようです。 

間違っていることをはっきりと主張し発信できる政治を取り戻さないことには、 

日本は今後世界の荒波にのみ込まれてしまいそうです。 

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） 

プロ太の小話集   NO48   『大げさ』 

事件ファイル NO48     バイク盗（オフロードタイプ） 


