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１． 点 鐘                                                                                      

２． 国歌斉唱

３． 桐生市歌斉唱

４． 「四つのテスト」唱和

５． 来訪者紹介

６． 結婚・誕生祝

７． 乾 杯

８． 会長の時間

９． 幹事報告

１０． 委員会報告

１１． 卓 話

「新入会員卓話」

吉尾 憲明 君

立澤 俊明 君

１２． 点 鐘

〈前橋東 RC〉   八木 寛治 君

来訪者紹介

防犯ｾﾐﾅｰ in 桐生 2011

3 月 10 日(木)

桐生市民文化会館

参加無料

13：30～15：30 防犯ｾﾐﾅｰ

12：00～17：00 展示会(併設)

結婚祝

誕生祝

会長の時間
《報告事項》    

2/28：夜間例会

(桐生第一高等学校インターアクトクラブ交流会)

3/5：桐生市制施行９０周年・桐生市水道創設８０周年記

念式典に於いて、桐生ロータリークラブ感謝状を受

ける。

《予 定》

3/7：第９回定例理事会開催(例会終了後)

3/12・13：PETS 開催(伊香保：福一)

幹事報告

・桐生第一高等学校、樹徳高等学校より卒業式に際し

ましてのお礼状が届いております。

・樹徳高等学校より刊行物と新聞が届いております。

・桐生南、桐生西、桐生赤城の各ＲＣより週報到着。

・本日例会終了後、定例理事会を開催致しますので、

理事役員の方々は、ご出席よろしくお願い致します。

委員会報告

出席委員会

本日の出席(平成 23 年 3 月 7 日)

総員 66 名：出席 43 名

平成 23 年 2 月 21 日例会修正出席率：81.67％

ニコニコボックス

佐藤富三君、前原勝良君…八木元桐生警察署長をお

迎えして／佐藤富三君…過日の祝賀会には大変お世

小島 弘一君 49年

八木橋祥价君 46年

岸田 信克君 41年

久保田寿栄君 15年

前橋東 RC
八木寛治君

元桐生警察署長

ようこそビジター

前原 勝良君 70歳

山口 正夫君 62歳

岡部信一郎君 62歳

坪井 良廣君 61歳

山田  実君 61歳



話になりました。厚く御礼申上げます／藤井征夫君…

食道の炎症が厳しい。何か知恵は／吉尾憲明君…本

日卓話をさせて頂きます。よろしくお願いします／八木

橋祥价君、岸田信克君、久保田寿栄君…結婚祝／坪

井良廣君、前原勝良君、山田実君…誕生祝／吉野一

郎君、矢野昭君、北川洋君、阿部高久君、山﨑一順君、

竹内康雄君、塚越紀隆君、野間義弘君、本田雄一郎君、

坂入勝君、園田誠君、竹内靖博君、月門快憲君、久保

田寿栄君、五十嵐啓友君…写真頂きました。

野球部

3月 17日(木)に懇親会の予定でしたが別日に変更させ

て頂きます。

卓 話

みなさん、こんにちは。本日、貴重な卓話の時間をいた

だき、ありがとうございます。昨年１１月に伝統ある桐生

ロータリークラブヘ入会させていただき、誠にありがとう

ございます。新会員の挨拶の時には自分の事をあまり

話さなかったので、今回、お話をさせていただくことに致

します。

私はみなさんと違い、桐生で生まれ育った訳でもなく、

昨年４月に初めて群馬に来て、桐生で生活を始めまし

た。私の本籍地は両親の出身地である鹿児島で、親父

が自衛隊に勤務していたため、最初の赴任地であった

北海道の富良野で生まれました。冨良野と言えば、倉

本聡脚本のドラマ「北の国から」の舞台にもなった町で

すが、小学校２年生まで暮らしておりました。それから父

親が転勤となり、熊本県に転校しました。北海道から九

州の熊本と北から南へ移動しましたので、なかなか風土

になれずに体調を崩すことも多々ありましたが、そんな

私を見て、両親が少年野球チームヘ加入させたのが、

野球人生の始まりでした。それから小学６年生の時に大

分県の山間部にある玖珠町へ三度転校しました。熊本

市内から大分県の山の中に移り住み、風光明媚な田舎

で小学６年生から高校３年まで過ごしていましたので、

ろくに勉強もせず、のびのびと学生生活を送っていまし

た。唯一、学生時代に自慢できることは小学６年生の時

に大分県少年野球大会で準優勝したことですが、残念

ながら私は補欠でした。この度、ＲＣの野球部に入部さ

せていただいたので、約２０年振りに本格的に野球を始

めることとなりますが、みなさんの足を引っ張ることなく、

何とかチームに貢献できるように頑張っていきたいと思

います。

先ほどの話しの続きですが、高校３年生の時に大学へ

進学するため、大学受験を行いましたが、１校も合格で

きなかったので、両親に頼み込んで福岡県の博多に開

校された「代々木ゼミナール博多校」で１年間浪人生活

を送りました。翌年春に何とか青山学院大学経済学部

に合格し、花の都東京へ上京。大学４年間は勉学？に

勤しみ、現在では考えられないような売り手市場であっ

た就職活動の中、現在勤務している朝日生命保険相互

会社へ入社しました。本社の研修を受けた後にその年

の１０月には福岡県北九州市へ転勤を命ぜられ、下積

み５年を経て、小倉営業所の所長に就任しました。みな

さんもご承知の通り、生命保険会社の所長は自分よりも

年上のセールスレディーヘ日々の教育や活動支援を行

う仕事であり、当時は私も若輩ものでありましたので、

色々と苦労もしましたが、多くの皆様に助けていただき

ました。小倉で９年過ごした後、今度は東京の板橋へ転

勤し、３年過ごした後に、広島へ転勤しました。広島は

桐生と似ているところがあり、瀬戸内海に面しております

が、市内を少し車で走れば、すぐに山となり、河が多い

ので橋も多いところです。冬になれば、日本海からの寒

い空気と瀬戸内海からの暖かい空気がぶつかるため、

意外に雪も降り積もりまず。特に橋の上などは凍結しま

すので、タイヤがスリップして事故が多発し、私も一度追

突事故を起こした経験もあります。眉間の傷もその時の

事故の傷であり、決して女房からビール瓶で殴られたも

のではありません。その広島で４年間過ごして、一昨年

まで住んでいた東京のハ王子に転勤しました。最近、当

社のお客様から「東京の八王子なら、桐生と気候も風土

も似ているかも」と言われ、確かに気候は桐生ほどでは

ないですが、冬は寒いし、夏は暑い。それに住んでいる

人々も温厚で優しく、人と人の繋がりも強いと感じます。

私も昨年から桐生人となり、なるべく長く桐生で過ごした

いと思っておりますし、ご縁かあってこの桐生ロータリー

クラブにも入会させていただきましたので、みなさんとの

交流もよりー層深めていきたいと思っております。現在、

私は東京に妻を残して単身赴任で生活しており、毎日

朝 7：30 から夜 11：00 まで、そして土日も暇なので仕事

をしている毎日なので、たまには飲みに誘っていただけ

れば幸いです。何卒、今後ともよろしくお願い致します。

プロフィール

氏   名：吉尾 憲明（よしお のりあき）

生年月日：昭和４２年１１月４日（４３歳）

学  歴：北海道富良野市生まれ

※居住地

昭和５０年 ６月 熊本県熊本市 北熊本小学校へ転校

昭和５４年 ４月 大分県玖珠郡 塚脇小学校へ転校

昭和６１年 ３月 大分県立森高等学校卒業

昭和６２年 ３月 代々木ゼミナール博多校 卒業

平成 ３年 ３月 青山学院大学経済学部卒業

職 歴

平成 ３年 ４月 朝日生命保険相互会社（本社）入社

平成 ３年１０月 北九州支社 営業担当主任

平成 ８年 ４月 北九州支社 小倉営業所長

平成１２年 ４月 新都心支社 大谷口営業所長

平成１５年 ４月 広島支社 西広島営業所長

平成１９年 ４月 八王子支社 業務部長

平成２２年 ４月 群馬支社 桐生営業所長

家族構成：妻（現在、単身赴任）

趣   味 ：映画鑑賞・スポーツ全般

会 社 名 ：朝日生命保険相互会社

群馬支社 桐生営業所

役 職：営業所長

職業分類：生命保険業

会社住所:〒376-0021 桐生市巴町２－１８３２

        Ｔｅｌ0277（45）2894 Ｆａｘ0277（45）2387

「新入会員卓話」

吉尾 憲明 君



このような発表の機会を設けて頂きましたが、何を話し

て良いか悩みながら、先ずは家族構成の話をさせて頂

きます。家族は妻と長男二男の 4 人家族です。妻は自

分よりも一つ年下で、昭和 41 年の丙午年です。みなさ

んご存じだと思いますが、丙午の由来は簡単に言うと、

丙午（ひのえうま）の年に生まれる女性は非常に強い運

勢（あまりよくない）を持っているので、旦那の良い運勢

まで巻き込んで悪くしてしまうと言われています。その迷

信のために、丙午年生まれの女性を産まないようバース

コントロールするので、結果として生まれる子供が少なく

なっているようです。迷信だと思っていても、妻を見てい

るとあながち迷信でないと思うようになってきた今日この

頃です。しかし逆に言うと芯の強いしっかり者とも言えま

す。

また生粋の群馬県人のため、上州かかあ天下と言われ

るように、大変働き者な妻です。

後は男の子二人の兄弟ですが、同じように育てたつもり

ですが不思議と性格は全く違っています。

育て方は同じでも育つ環境が年々変化していることも影

響しているのではと思っています。

二人とも野球とﾋﾟｱﾉをやっていて、野球は父親、ﾋﾟｱﾉは

母親と分担しながらｺﾐﾆｭｹｰｼｮﾝを図っています。上の

子は 17 才で現在高校野球をやっていて今年最後の甲

子園を目指して朝早く、夜遅くまで練習しています。甲

子園に行ける確率は限りなく低いですが、青春の良い

思い出になるだろうと思い見守っています。下の子は 11

才で少年野球をやっていますが、同学年の子が 14 人

いることと、本人の力不足のため補欠で頑張っています。

しかしめげないで明るく元気にやっていますので、後は

本人の頑張りなのかと思っています。以上簡単にです

が家族の話をさせて頂きました。これから自分の趣味に

ついて話をしようかと思ったのですが、やはり折角の機

会ですので、仕事のことについて話をさせて頂きます。

仕事の話と言っても自分は製造業に従事していますの

で、製造業、もの造りついての話をさせて頂きます。ご

臨席に皆様の中にも製造業の方々がいらっしゃるなか

で考えかたの相違もあるとは、思いますが、これから話

すことは、あくまで自分の考えでありますので、ご容赦

願いたいと思います。

株式会社ｱｽﾊﾟｯｸｽはﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙのケースや仕切等を製造

と、発砲ＰＥの仕切等の製造を行っています。我社の会

社理念は「顧客第一主義に徹し、世の中の変化を敏感

にキャッチしてお客様の為になる製品を独創性豊かに

生み出していく。同時に人間の育成を計画的に行い、

個性豊かな人々が活性化された組織の中で、生き生き

と働くことの出来るようなﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝ企業（ｴｸｾﾚﾝﾄ企業）

を目指していく。」とありますが、それとは別に大きな基

本の考え方がありそれに沿って生産活動を行っていま

す。その大きな基本方針は『 早く・良いものを・楽に・安

全に造る』ということです。この大きな基本方針の詳細は

7 ﾍﾟｰｼの基本方針書として纏めてありますが、ここでは

極々簡単に話をさせて頂きます。

早く造れば、製品コストも下がりますし、社内コストも下が

ります。また良いものを造れば、お客様の信用を勝ち得

ることが出来ます。楽に造るということは、生産性が上が

りますし、作業者の負荷が減ります。安全にということは、

これは当然必要なことです。この大きな基本方針である

『 早く・良いものを・楽に・安全に造る 』ということを達

成すべく、5S の活動と改善活動と月間目標という 3 つの

活動を行っています。5 年前に始めた当初の苦労話を

交えて話しをしていきたいと思います。5S というとみなさ

ん整理・整頓・清掃・清潔・躾のことだと直ぐに分かると

思いますが、我社でも従業員の人達が具体的に整理と

は何をすることか？整頓とは何か？と言うと意外に曖昧

となっていました。そのため先ずは理解してもらうことか

ら始めました。

整理  必要なものだけを、残して、いらないものを片付

けること

整頓  必要なものを、必要なときに、直ぐに使えるよう

に、きちんと保管すること

清掃   汚れ、ｺﾞﾐ、埃のないように、掃除すること

清潔   汚れ、ｺﾞﾐ、埃のないように、いつもきれいに保

つこと

躾     決めたこと、決められたことをまもること

ここで重要なことは、整理・整頓の順番が非常に大切だ

ということです。

整頓・整理では、全部を保管してからいらないものを片

付けるのでは効率が悪くなってしまいます。そのため特

に整理・整頓に関しては先ずいるものだけを残して、全

体の数が少なくなってから、良く使うものは近くに、たま

に使うものは中間地点に、1 年に１・2 回しか使わないも

のは一番遠くに保管することで全ての業務の生産性が

上がります。

改善活動に関しても、そのことを行う意味を理解しても

らうことから始めました。改善活動を行う上で、何事もそ

うなんですが、遣ってやっているとか遣らされているとか

という気持ちで行っていると不平不満しかでてきませ

ん。

「新入会員卓話」

立澤 俊明 君



また当初は改善提案と呼ぶようなものではなくお願いご

とばかりでした。しかしお願いごとから自分たちで色々な

ことを調べたり、休みの日に値段を調査するようになり、

最後まで完結して改善提案がだせるようになりました。

その大きな変化は、改善活動を誰のために行うかという

ことを何度も説明をしてきたからです。改善活動を会社

のためと思うとあまり良い提案もでてきませんが、自分の

ためとなれば違ってきます。

会社で働く全員がもし同じ作業を繰り返して、売上も同

じだったりすれば、一年に一度の昇給や賞与 UP という

ものは見込めるはずもありません。一年間で作業ｽﾋﾟｰﾄﾞ

を上げたり、会社に貢献した場合成し得るものだというこ

とです。常に進歩していかなくてはならないと何度も説

明して 2 年間ぐらいたってから改善活動も根付いてきま

した。今では毎月一人 1 件以上の提案提出と年間表彰

等を行い盛り上がっています。

月間目標に関しては、名前の通り作業者が仕事の生

産性を上げる目標を決めて、達成できたかまた未達成

の場合は何故達成できなかったかを分析して達成まで

行い、一ヶ月で無理なものは途中の進捗状況を報告し

ていきます。目標を立て現実に作業効率が上がると達

成感が得られまた自分たちで立てた目標ですから取り

組みも真剣です。月間目標も当初は目標を立てても

達成できず、数ヶ月が経過して達成するということも多か

ったですが、ＰＤＣＡを回すことにより達成率はｸﾞｰﾝと跳

ね上がりました。ＰＤＣＡとは（ﾃﾞﾐﾝｸﾞｻｲｸﾙ）と呼ばれ、

・Plam 計画

・Do 実施

・Check 検討（確認）

・Action 処置

一歩、一歩階段を上るように、レベルを上げる。その繰り

返しをいいます。

また改善活動と月間目標で大切なことは、年に何回か

必ず過去の改善提案であったり月間目標がきちんと成

されているのか、チェックが必要です、作業者が変わっ

たりした場合また独自の遣り方に戻ってしまうことが良く

あるからです。そして 5Ｓの活動も、改善活動も、月間目

標も全て生産活動の一環だということを理解して貰うこと

だと思います。

やはり当初は仕事が忙しいので、5Ｓの活動ができない

とか、言う人たちも多数いました。しかし全て生産活動の

一環でものを造るのと同じことなのだということを繰り返し

指導してきました。ここを理解してもらうことが意外と時間

がかかりました。そのため今では、生産業務が早く終わ

った場合には、就業時間中であってもそれぞれの活動

を管理監督者の下行っています。また改善提案が通っ

たもので、必要なもの買い物にいくｸﾞﾙｰﾌﾟもあります。

以上簡単ではありますが、過去の取り組みの話をさせて

頂きました。この他にも多々活動を行っていますが、や

はり最後まで遣りきるということが、何事においても非常

に重要だと痛感しています。

最後に最近こんなエピソードがあり紹介させて頂きます。

我社は今年工場移転を行うために、近隣の同業者を何

社か訪問したときの話です。去年の猛暑は記憶に新し

いと思いますが、その頃同業者の会社を拝見させて頂

き、殆どというか全く工場内に冷暖房の設備がなされて

いなかったために「工場内暑くないのですか？」と尋ね

ると「多少は暑いですが、大丈夫ですよ」と言う回答でし

た。自分は工場移転の際には作業場には冷暖房機を

入れようと思っていたのですが、同席した建築設計の先

生もｴｱｺﾝは必要なんですか？と心配するようになり、何

故自分が冷暖房機にこだわっているのか考えてみまし

た。そして答えが分かりました。

自分を 12 年間指導してくれた上司が実践していたこと

を思い出したのです。現在の会社は事務所と工場が分

かれていて工場にも冷暖房機がついていますが、工場

が冷暖房機のｽｲｯﾁを入れてから、事務所が入れて良

いというﾙｰﾙになっていたのです。つまり工場が冷暖房

を入れないと事務所は入れられなかったのです。その

上司が常日頃言っていたのが、「我社はもの造りの会社

なので、ものを造っているところが、最も重要なんだ」と

言うことです。そのため最適な環境は先ず、工場からと

いう徹底した考え方でした。偏った考え方かもしれませ

んが、その教えのもと冷暖房に拘っていたのだと気付き

ました。また自分が聞いた同業者の人達は、全員社長

や専務でしたので、いつも事務所にいる人達に聞いて

いたのだとも気付きました。その後工場で働く人たちに

聞いてみると「暑くて大変ですよ」と言う答えを聞きました。

冷暖房機を付ける付けないということは、各企業それぞ

れ考え方があると思いますので、何が正しく何が間違っ

ているか答えは出ませんが、自分はやはりもの造りに拘

っていきたいと考えています。

ご清聴ありがとうございました。

【次回例会予告】

4月 4 日(月) 観桜会から通常例会に

変更

食 事：12 時

点 鐘：12 時 30 分

場 所：ガスプラザ


