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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） 7 月 21日（土）              新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ 開場 18：00 試合開始 19：00 

WRESTLING DREAMERS  ～2012  BATTLE  SUMMER～    

震災後の前年は売上の 1％を義捐金として寄付すると記載しましたが、3月決算時において結局 20万円

を寄付させていただきました。 

当初の約束と違う金額に対し自分自身憤りを感じていましたが、お世話になっている方へ相談したところ、

あまり無理をして会社に負担が掛かるようになったらそれこそ自縄自縛であり、金額はあくまでお布施と

同じで額の大小ではなく、いくらにしようかという心遣い・心配りの気持ちを考えることが何より大切なんだ

よ、と教わり安堵した次第です。以降も出来る範囲内で継続して寄付等を行って行く所存です。 

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

さて、瓦礫の撤去処分がなかなか進まず、受入れ自治体において一部反対抗議活動の様子が報道され

ていました。子を持つ親ならではその抗議に対しわからないでもありません。 

また、受入れ拒否をした自治体は、全て国から十分な説明がないからと回答していますが、一覧表を見る

限り九州以外の西日本方面がほとんどでした。被災地から距離があるほど対岸の火事という印象です。 

今の政府は安全基準を示しても、今までの嘘八百で完全に信用を失っているようです。 

代表取締役 木戸 良樹

http://eyemateway.exblog.jp/
http://www.k-puro.co.jp/
http://www.h3.dion.ne.jp/~mrc/
http://www.saitama-kk.org/
http://www.chibahojin.jp/
http://www.rinri-chiba.org/
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http://www.moralogy.jp/
http://www.eyemate.org/
http://blog.livedoor.jp/wdream1/
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旭興発㈱様は、大型不動産賃貸や駐車場、テナントビル、ボウリン

グ場（大和殖産）等々さまざまな経営を行っています。 

弊社では、ご本社の機械警備および各駐車場の防犯カメラの設置

でお世話になっています。 

社是は『責任の完遂』。 

己の仕事にしっかりとした責任を持ち、必ずやり遂げろという意味。 

社員の方々はこの言葉通り、少数精鋭で自身の業務をしっかり遂

行されています。 

といって、決してピリピリとした雰囲気は一切なく、逆に皆さんとても温和な方ばかりで訪問すると居心地

の良さをいつも感じます。 

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

所有する駐車場は全て自己管理運営のため、大手グループと違い

料金変更等を柔軟に設定できる点が強みです。 

アサヒボウリングセンターの駐車場は全 102台の駐車が可能で、１

つ１つの駐車スペースは他社の駐車場とは比較にならないくらい

ゆったりとしています。 

現在の駐車料金は、平日 8 時～21 時が 1Ｈ200 円・21 時～8 時は

1Ｈ100 円で最大料金は 1,200 円であり、立体式が多い周辺駐車場

とは比較にならない程安く設定され、また全て自走式ですので大型

自家用車でも安心です。 

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

アサヒボウリングセンターは、1 フロア 46 レーンと千葉県最大級。 

今月 11～13 日は DHCレディースのプロの試合も開催されました。 

TVモニターや操作盤がリニューアルされ、最新の設備で気持ち良く

プレーすることができます。 

3 か月に 1 度開催される「企業対抗ボウリングバトル」が好評で、2

ゲームの成績発表後に名刺交換会や懇親会が催されます。1 チー

ム 3 名の構成で参加費は 1 人 2,000 円。 

次回は 7 月 13 日（金）18 時 30 分から行われますので近隣企業の

方は奮ってご参加下さい。（定員 70 名） 

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

旭興発㈱   不動産管理業・駐車場 

千葉県千葉市中央区新宿 2-1-21 

電話 043-241-7151 

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

大和殖産㈱  ボウリング場・駐車場 

千葉県千葉市中央区新宿 2-1-5 

電話 043-242-2331 

http://www.asahibowl.com/ 

アサヒボウリングセンター 

月～土は 10 時から、日・祝は 9 時～22 時まで営業。 

京成千葉中央駅徒歩１分・JR千葉駅徒歩７分 

お客様紹介    旭興発㈱   大和殖産㈱  様 

http://www.asahibowl.com/
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今月の良い話  「見上げてごらん夜の星を」 

祖母が文字を読み書きできない非識字者と知ったのは、私が発した一言からだった。 

「ばあちゃんの家、新聞ないの？」 

「ないよ。ばあちゃん、文字読めんからね」 

祖母は恥ずかしげに笑って答えた。 

聞けば、祖母は幼いころから実家の仕事を手伝い、学校に通わせてもらえなかったという。 

結婚してからも仕事と育児に奔走し勉強する時間など作れなかった。 

そして読み書きできないまま気づけば七十歳を迎えていた。 

日本人でありながら日本語を読み書きできない人がいることに中学生だった私は驚いた。 

そして祖母に読み書きを教えたいと思った。 

「おれがひらがな教えてあげるよ」 

「この年で勉強なんてええよ」 

「勉強は何歳になってもできるって」 

初めは断り続けた祖母だったが、心のどこかで勉強したい思いがあったのだろう。 

説得を続けると「頑張ってみる」と承諾してくれた。 

とはいえ、どうやって祖母に読み書きを教えればいいのかわからなかった。 

学校の国語の教科書を使っても、ひらがなを読めない祖母には中学生の国語は難易度が髙

すぎ、小学校時代に使っていた漢字ノートを駆使して教えてもうまく教えられなかった。 

「どうすればわかりやすく教えられるんやろ」 

連日思案した結果、私は一つの案を思いついた。 

「ばあちゃん、一番好きな歌はなに？」 

「そうやね、一番好きなのは坂本九の『見上げてごらん夜の星を』やね」 

結婚してからもテレビを買えなかった祖母の楽しみはラジオを聞くことだった。 

ラジオから流れてくる音楽を聞いて、仕事と家事で疲れた体を癒すのが唯一の楽しみだった。

その中でも坂本九の歌が流れると小さい子供達と一緒に歌っていた。 

「よし、決まりだ」 

私はすぐさま坂本九のカセットテープを買い、自宅にあったラジカセを持って祖母の家に戻っ

た。 

「これからはこの歌で勉強するで」 

私が思いついた勉強方法は、好きな歌の歌詞をノートに書き写して覚えるというものだった。 

好きな歌なら何度聞いてもあきないし、歌詞もすぐ覚えられると考えた。 

私の考えは見事的中し、「見上げてごらん夜の星を」を聞きながら歌詞カードの字を祖母は何

度も何度も書き写して勉強してくれた。 

でも坂本九の歌を聞くと、祖母はときおり嬉しそうに聞き入り、勉強の手を休めてしまった。 

「そんなに坂本九が好き？」 

「好きやで。でも今はそれ以上に、九ちゃんの歌を聞きながら孫と一緒に勉強できることが幸

せなのよ」 

祖母は歌だけでなく私と一緒に勉強する時間を楽しみにしてくれていた。 

それは、勉強したくてもできなかった幼少期の時間を取り戻そうとしているように私は見えた。 

祖母はそれから二年後、癌のため天国へ旅立った。 

なかなかひらがなを覚えられなかったが、亡くなる寸前に努力の結果を、最初で最後になる手

紙を、私に書き残す形で表してくれた。 

「いままでおおきに」 

記事提供  潮エッセイ大賞  藤井仁司様 
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■発生日時  平成 24 年 5 月       

■発生場所  埼玉県さいたま市 

■事案内容  車両擦り傷 

 

洗車から帰りブラック色の愛車を駐車したＡさん。 

翌朝、左前フェンダー部に 30cm程度の擦り傷がある

のを発見。 

防犯カメラの映像を確認したところ、A さんが駐車して

から隣接の立体駐車場からの出入りは計 8 回。 

そのうち 1 人の女性が車から降りた際、ちょうど擦り傷

部分の高さに右手でバックを持っています。 

カメラ位置からはっきりとバックが車に当っているかの

確認はできませんが、おそらくこの時に擦れたものと思

われます。 

 

狭い駐車場で車両から乗り降りする際は隣接の車に接

触しないよう十分注意しましょう！ 

 

画像は若干プロファイリング加工しています。 

 

 

ある老人が新たに開通した「新東名」を運転していた。 

その時、妻が心配そうな声で彼の携帯に電話を掛けてきた。 

 

「あなた、気をつけて。新東名高速を逆走している狂った男がいるってラジオで言ってたわよ。」 

老人は 

「ああ、知ってるわい。でも、一台だけじゃないんだよ。何十台という車が逆走してるんだよ。 

困ったもんだ。」 

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

今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？ 

先日、副都心線渋谷駅構内において刃物で男性が刺される傷害事件が発生しました。 

刺された男性は運良く居合わせた都立広尾病院の救急医療の専門医師によりその場で止血が行われ、

医師同行のまま広尾病院に搬送されたため危うく一命を取り留めました。 

さて、事件発生から 2 日という短期間で犯人逮捕に至った要因は、先月 2 日に発足したばかりの警視庁

分析捜査班（通称モバイルチーム）の捜査によるもの。 

事件の発生と同時に現場へ出向き、防犯カメラの画像解析やパソコンを利用した犯罪の対処、過去の類

似犯罪の手口分析をし、犯人像を導き出すプロファイリングを行うプロフェッショナル集団です。 

今回、犯人は肩紐が水色のリュックを背負うという分かり易い特徴がありましたが、短時間での検挙に心

から敬意を表します。 

駅などで肩がぶつかった時は、要らぬトラブルに巻き込まれないよう、すぐ「ごめんよ」という意思表示を

行うことをお勧めします。 

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） 

プロ太の小話集   NO50   『高速道路にて』 

事件ファイル NO50    車両への擦り傷 


