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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          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/ 

（公益社団法人）      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 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（公益財団法人）       アイメイト協会（盲導犬育成）         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） 12 月 15日（土）             新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ 開場 18：00 試合開始 19：00 

WRESTLING DREAMERS  ～トリオ王座決定トーナメント決勝戦～    

先日、「ユダヤ人の教え」が記述されている本を読みました 

ユダヤ教とは、ユダヤ教を信仰する者あるいはユダヤ人を母に持つ者と定義されています。 

現在のユダヤ人は、ほとんどがイスラエルと米国に居住し、総人口は、1300～1400 万人で 

東京都の人口とほぼ同じくらいです。 

有名な人物は、ジョージソロス（投資家）、スティーブン・スピルバーグ（映画監督）、アインシュタイン（物理 

学者）、エリザベス・テーラー、マイケル・デル等々・・・。ノーベル賞受賞者の 2 割をユダヤ人が占めます。 

ユダヤ教ではお金は神からの祝福とされ、素直にお金を喜び手に入れようと努めます。 

これで良いというリミットがありません。収入を得始めた当初から、施しは 10倍になって戻ってくるという教 

えから、年収の 10％を慈善に回す習慣があるそうです。 

日本人は寄付という習慣に馴染みが薄いようですが、東日本大震災を風化させないためにも様々な慈善 

活動は続けていきたいと思います。10 倍になって戻ってきますよ。    代表取締役 木戸 良樹
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//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Star_of_David.svg
javascript:window.close()
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/
http://www.kikikanri.jp/gathering.html/
http://www.moralogy.jp/
http://www.eyemate.org/
http://blog.livedoor.jp/wdream1/


      Ｋ－ＰＵＲＯ社是  ：  お客様の満足度  道徳経済一体型思想 

Ｋ－ＰＵＲＯ６つのモットー   誠実・正確・強力・スピード・信頼・笑顔 

 

                       

 

田村さんは事務所の機械警備のお客様であり、また、川口モーニングロータリークラブの大先輩です。 

エアコンセンター様は、1970年（昭和 45 年）に創業され、42 年の実績を積まれています。 

業務内容は、エアコンの自主施工、自社サービス、即日サービスです。外注委託は一切行いません。 

売上に占める官公庁の割合は 20%以内を維持。 

このことは官庁依存に陥った場合、会社の安全性が損なわれるという危惧を抱いていたため、終始一貫

して守り続けています。また、価格を一方的に決められてしまうゼネコンの仕事も一切受けません。 

社内は工事部とメンテナンス部をそれぞれチーム制に分けていますが、お互いが相互補完し合い、お客

様の満足度を高めています。 

営業職は置いておらず、受答えのしっかりとした女性の事務員さんが営業員の役割を果たします。 

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

空調とは、「居心地の良い空間造り・・・」。 

請負先のことだけでなく、その施設を利用される方たちやその事務所で働かれる方たちのことを考え、設

計・施工します。請負先に対し、空調のプロの視点から心の通った提案を行います。 

100 万円の仕事であれば、120 万円分の仕事を置いてくる自負があります。 

お客様に心から喜ばれ、信頼されることを社風としているため辞める社員がいません。 

このことは、社員 1 人 1 人が自分の仕事に誇りを持ち、やりがいを持って仕事に取り組んでいるため、お

客様の満足度を肌で実感できているからではないでしょうか・・・。 

現在の日本企業に欠けている一番大切なものをエアコンセンター様は持ち合わせています。 

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

さて、田村さんと言ったらロータリーのことを語らねばなり

ません。1985年に川口モーニングロータリークラブの創立

会員として入会。1990-91 年度にはクラブ会長。1997-98

年は分区代理、そして 2003-04 年度は第 2770 地区のガ

バナー（国際ロータリーの役員）を務められました。 

ガバナー時代の革新的な改革として、7部門セミナーの開

催、全クラブＩＴ化推進、地区大会登録者数最大（3,245

名）、グループの細分化、女性会員増強チームの発足、

等々・・・。現在は（公財）米山記念奨学会の評議員も務め

られています。そして今年度、私がクラブ会長のリーダー力として田村さんから教わったこと・・・4＋1。 

『～物事に精通する ～自分の哲学を持つ ～間違った時はきちんと謝る度量を持つ ～決断したら、即実

行する ～ロータリーは、「イエス」か「はい！」』 

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

田村さんには仕事をはじめ、それ以上にロータリー活動において様々な事を教わります。 

クラブ例会と奉仕活動を主軸に、様々なものの捉え方や考え方、取組み方について、時に厳しく、そして

とても優しく育てていただいています。ロータリークラブがなければ出会えなかった素晴らしい人脈。 

ロータリーの出会いに感謝し、また田村さんを目標にこれからは少しでもロータリーへ恩返しをしたいと思

います。 

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

㈱エアコンセンター  http://www.airconcenter.jp/ 

『エアコンセンターは皆様との共存・共栄を目指します』 

埼玉県川口市東領家 2-29-13  ＴＥＬ 048-223-2091  ＦＡＸ 048-225-0153     

写真 私の左隣が田村さん その隣は米山奨学生の石佳さん 右側は寄贈先の医療センターの皆さん 

お客様紹介     ㈱エアコンセンター   田村 亮夫  様 

http://www.airconcenter.jp/index.html
http://www.airconcenter.jp/
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今月の良い話     「盛衰の原理」 

今年（平成 24 年）、日本は皇紀２６７２年である。 

海に囲まれた小さな島国が、さまざまな試練を経ながら高い民度と文化を備え、今日まで発展してきたの

はなぜだろうか。 

そこに盛衰の原理のヒントがあるように思われる。 

例えば、伊勢神宮では、正殿をはじめ社殿のすべてを新たに造り替える式年遷宮が、２０年に１回行われ

てきた。１年後に迎える式年遷宮は６２回目になる。 

今回の総工費は５５０億円。うち２２０億円は民間からの志によると聞く。 

第１回の式年遷宮が行われたのは持統天皇４（６９０）年。 

戦国時代に中断されたことはあったが、以来１３００年、この行事は連綿と続けられている。 

伊勢神宮だけではない。全国でその地にある神社が地域の人々によって大事に護持されている。 

これは世界の驚異と言っていい。 

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

渡部昇一氏に伺った話である。 

氏は若い頃、ギリシャのスニオン半島を２週間ほど旅し、ポセイドン神殿はじめ多くの遺跡を見た。 

帰国後、石巻に行った印象が忘れられないという。 

石巻には港を見下ろす丘に大きな神社がある。その祭りを町を挙げて祝っていた。 

海を見晴らす丘に海神を祀るのはギリシャも日本も同じだが、ギリシャの神ははげ山の中の遺跡と化して

いる。しかし、日本の神は豊かな鎮守の森に包まれて社に鎮座し、住民がこぞって祝っている。 

「古代ギリシャ文化はもはや死んでしまったが、古代日本文化は今もまさに生きているのです」 

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

この事実は何を物語るのか。 

ギリシャ神話は有名だが、神々の系譜は神話の中だけで完結、断絶し、今に繋がっていない。 

これに対して日本は、天照大神の系譜に繋がる万世一系の天皇という具体的な存在を軸に、我われの

先祖は目に見えないもの、人知を超えたものを畏敬し、尊崇する心を、２０００年以上にわたって持ち続け

てきた、ということである。 

そしてこの民族の魂は今日もなお生き続けている、ということである。 

目に見えないものへの畏敬、尊崇の念は、自らを律し、慎む心を育んでいく。 

「心だに誠の道にかなひなば祈らずとても神や守らむ」 

という心的態度はこの国に住む人たちに共通した価値観となって定着した。 

言い換えれば、私たちの先祖は「自反尽己（じはんじんこ）」に生きたのだ。 

自反とは指を相手に向けるのではなく、自分に向ける。 

すべてを自分の責任と捉え、自分の全力を尽くすことである。 

そういう精神風土を保ち続けたところに、この国の繁栄の因がある。 

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

同時に忘れてならないのが、我々の先祖が絶えず後から来る者のことを考え、遠き慮の心を持ち続けた

ことだろう。詩人の坂村真民さんはそういう先人の祈りを象徴するような詩を残している。 

  あとから来る者のために 田畑を耕し 種を用意しておくのだ   

山を 川を 海を きれいにしておくのだ 

  ああ あとから来る者のために 苦労をし 我慢をし  

みなそれぞれの力を傾けるのだ 

  あとからあとから続いてくる あの可愛い者たちのために  

みなそれぞれ自分にできる なにかをしてゆくのだ 

記事提供 到知出版社 
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順位 台数 メーカー 車種 備考

1 2,733 トヨタ ハイエース
5年連続ワースト1位。窃盗団のドル箱。100
台に1台の割合で盗難。

2 1,419 トヨタ セルシオ イモビカッターを用い短時間の犯行が可能。

3 1,071 トヨタ ランドクルーザー 海外輸出目的の盗難多い。

4 926 トヨタ クラウン 18系以降はマジェスタを含め要注意。

5 641 スズキ ワゴンR 軽では一番盗難されやすい。

6 514 トヨタ プリウス HDD盗難も多い。

7 トヨタ カムリ ファミリーカー・社用車多い。

8 トヨタ ハリアー ドレスアップ車多い。

9 トヨタ マークX HDD盗難も多い。

10 スバル インプレッサ

11 イスズ フォワード 商用トラック。海外輸出目的の盗難多い。

12 トヨタ カローラ 社用車での使用多い。

13 日野 レンジャー 商用トラック。海外輸出目的の盗難多い。

14 スバル レガシィ

15 ホンダ インテグラ

16 三菱 キャンター 商用トラック。海外輸出目的の盗難多い。

 

 

 

□ 盗難車両 発生認知件数  

17,637 件で、発生場所の順位は次のとおり。（平成 24 年 1 月～10 月） 

1位愛知県 2741 件、2 位大阪府 2010 件、3 位千葉県 1904 件、4 位埼玉県 1596 件、5 位茨城県

1540件、6 位神奈川県 1174件となり、東京都は 461 件と 10 位であった。 

警察官の数が他の件と比較して圧倒的に多い東京都は色々な面で安全な都市であることを 

示している。 

□  車上狙いの多い車 

1位ボクシー、2 位エスティマ、3 位ノア、4 位ワゴン R、5 位ムーブ 

□  盗難車両 車種別一覧表 

 

 

 

ウエイトレス ｢いらっしゃいませ、ご注文をどうぞ？｣ 

客 A      ｢日替わりランチ二つ。…あっ、お前も同じで良かった？｣ 

客 B      ｢別に構わないよ｣ 

客 A      ｢じゃ、日替わり四つ｣ 

 

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

今月の K-PUROニュースいかがでしたか？ 

今、高校の同窓生が元気に活躍され勇気を貰っています。 

先日から再開された「料理の鉄人」では、岩手県の前沢で「ロレオール丘」というフレンチレストランを経営

している柔道部の先輩、伊藤勝康さんが鉄人を破り見事勝利を飾りました。 

そして、同級生だった渡辺敦子さんは、「プリンセスプリンセス」のリーダーでベースを担当しています。 

今年、初めての紅白歌合戦に出場が決まりました！皆さん、是非応援してあげて下さい。 

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   NO56   『日替わりランチ』 

事件ファイル NO56    車両盗難データ 


