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善意というものがないなら 
  ロータリークラブは唯の社交クラブだ。 
  職業は金儲けのためでしかなく、 
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会長の時間 

先日起きてしまった体罰に関する問題について、個人

的な主観ですがお話したいと思います。先日テレビで

橋本大阪市長が、体罰は教育委員会で定める規則が

あり、絶対してはいけないことです。この規則について

市長が口を挟むことはできず、決定事項はすべて教育

委員会内で行うとのお話をされておりました。一方でこ

の体罰について、クラブ活動や生活指導で、時には体

罰が必要であるとの意見もあります。昨今のマスコミなど

社会の風潮としても体罰は絶対いけない。どんなことが

あっても口で言って分からせることが先生のやることで

ある。といったことも言われております。解決方法は様々

あると思いますが、自分の経験では褒めることが大事で

あると思います。人は褒めると物事に一生懸命取り組み、

今まで出来なかった事も出来るようになり、次第に自信

を持ち始めます。有名な話で山本五十六元帥は「やっ

て見せて、言って聞かせて、やらせて見て、ほめてやら

ねば、人は動かず。」と言っております。この度の体罰が

きっかけで亡くなられたことは大変残念なことであり、今

後も現実と理想の兼ね合いが問題になるのかと思いま

す。 

《報 告》 

・1/22 桐生 RAC 新年初例会、懇親会(幹事出席) 

《予 定》 

・1/31 桐生ＲＣ創立 60 周年記念式典打合せ 

幹事報告 

・国際ロータリーよりロータリーレートのご案内です。 

 2 月は、１＄＝88 円です。 

・RID2840 本田ガバナーエレクトより、国際協議会開催   

 地サンディエゴよりエアメールが届いております。 

 

・桐生西ＲＣより 2 月 1 日(金)は、第 2000 回記念例会と 

 して記念卓話が群馬大学工学部長板橋英之様です。  

 是非メイクにお越し下さいとのご案内が届きました。 

・下半期の会費納入ですが、今回は、ロータリー財団へ  

 の寄付金もありますので月が変わりますとレートの変更 

 になりますので、1/31 までに納入お願いいたします。 

・桐生西、桐生中央、桐生赤城の各ＲＣより週報到着。 

委員会報告 

出席委員会 

本日の出席(平成 25 年 1 月 28 日) 

総員 64 名：出席 33 名 

平成 25 年 1 月 7 日例会修正出席率：83.05％ 

ニコニコボックス 

金子篤郎君…60 周年記念事業実施についての途中報

告をさせていただきます／朝倉剛太郎君…お耳を汚し

恐縮です/前原勝良君…出席 100％／前原勝良君…

写真戴きました。 

桐生ＲＣ創立 60 周年記念事業準備報告 
実行委員長 金子 篤郎 君 

当クラブ 60 周年記念事業の実施につきましてはご理解

ご協力をいただき誠にありがとうございます。過日幹事

より説明のございました「記念式典・祝賀会」「記念誌の

発行」「寄付等の記念行事」の三事業のうち、記念式

典・祝賀会が 3 月 9 日(土)の開催ということで最初の事

業となります。少しずつではありますが準備が進んでお

りますので、途中経過をご報告申し上げます。 

 まず、式典・祝賀会のご案内ですが、ご招待者として

桐生市長、みどり市長、桐生商工会議所会頭及び第

2840 地区ガバナー、パストガバナー、地区幹事、地区

副幹事、当クラブのスポンサークラブであります東京ＲＣ、

足利ＲＣ、故吉野一郎パストガバナー奥様等へご案内

状をお送りしてございます。また、過去 10 年に当クラブ



 
を退会された会長幹事経験者、また桐生倶楽部理事長、

桐生青年会議所理事長にもご案内を差し上げておりま

す。第2840地区の各クラブにつきましては、第二分区Ａ

の市内 4ＲＣをはじめ県下 46ＲＣすべてにご案内をお送

りしております。また、桐生第一高校ＩＡＣ、桐生ＲＡＣに

案内状をお渡ししてあります。申込締切は 2 月 16 日と

なっており、そこから本格的に席順等の準備に入ること

になりますが、その前の 2 月上旬には式典・祝賀会担当

の皆さんとプリオパレスとの打ち合わせ会議を開催した

いと考えております。お忙しいとは思いますが、その折

はご出席のほどよろしくお願いします。なお、当クラブ会

員は記念事業ということで全員登録とさせていただきま

すのでご了承ください。さて、他の二つの事業ですが、

寄付や記念行事については、記念行事部会を開催す

ることになっております。また、記念誌の発行について

は、発行を桐生タイムスさんにお願いするということで、

地区大会記念誌発行も大詰めで忙しい中、木村洋一さ

んには過去の記念誌の調査等を先にお願いし準備を

進めております。60 周年事業成功のため各段のご理解

ご協力をお願い申し上げます。 

卓 話 
 

 

 

 

 

 

 
新入会員の朝倉剛太郎です。暫くお付き合いいただけ

ましたら幸いです。ひょっとすると私の父の方を良くご存

知の方も多いと思います。性格は結構親子で似ていま

すが、出来るだけ「嫌われないように」反面教師としてマ

イルドにしているつもりであります。 

 さて、大学卒業後、私は長瀬産業という商社に就職し、

経理関連の業務を行ってきました。決算や税務…丁度

消費税が 3％から 5％に UP する時でしたので、その社

内システムを構築し、社内説明したり致しました。その後、

バンコクの合弁会社に出向しました。そこでは CFO とし

て原価計算システムの開発や経理・決算業務、為替や

貿易実務、人事などを担当させていただきました。4 年

半くらい滞在しておりましたので、皆様のお役に立てる

とすれば、私は「タイ語」を話せます。日常会話くらいで

ビジネス会話は無理ですが、ゴルフや飲み屋さんでは

十分交渉もできますので、もしタイに行かれる場合はお

誘いいただければお手伝いさせていただきます(笑)。 

 私が桐生に戻ったのは 2002 年、社長就任は 2007 年

でした。32 歳になる年に入社したので、研修程度、数ヶ

月現場経験もしましたが、染色会社の社長でありながら、

生地を染める事も染色整理加工に関する専門知識もそ

れほどありません。私は、自分の役割は、100 人いる社

員というプロフェッショナルに如何にうまく働いてもらう

か？の環境を整備したり、会社の方向性を考え、情報を

得ながら判断していく事であると考えております。まあ、

ヤジロベエみたいなものであります。私は素人ですから、

右なのか左に行くべきなのか？それとも前なのか・・・そ

の情報を集めて判断する事しかできません。 

 さて、今年当社は創立120 周年を迎えます。創業当初

は社内を流れる農業用水と水車を使って絹織物をたた

いて艶を出す「整理業」からスタートしたようです。現在

では、織物ではなく合繊ニットを中心とした染色整理業

を行っております。主に遊泳水着・競泳水着を中心に加

工を行い、少子化等で水着が不振となり、最近では、夏

のゴルフシャツ地、野球等のスポーツアンダーやマラソ

ン等で使われるスポーツアンダー等の生地加工等を行

っております。競泳水着は 1992 年の岩崎選手がオリン

ピックで優勝したときの水着は当社の撥水加工を使って

おり、最近では昨年のロンドン五輪での男子水泳選手

等に採用された水着の一部が当社の加工品となってお

ります。皆さんにお配りした桐生タイムス社の記事にあり

ますように、2008 年は輸入品のスピード社の製品により

競泳水着業界は非常に大きな打撃を受け、2004 年以

来 8 年ぶりにオリンピックの水泳競技に当社で加工した

水着が再登場したのは非常に感慨深いものであります。 

また、2 月 6 日～8 日に東京ビックサイトで開催されるギ

フトショーに参加します。実は当社も市況低迷の続く繊

維業界にありますので、大手メーカーや商社からの下

請け委託加工だけでは中々食べていけない状況にあり

ましたので、新たな事業に参入しようと、「超撥水風呂

敷」等を開発し、展示会に出展してまいりました。実は、

最初当社が展示会に出展したものは「生地」でした。サ

ンプルをハンガーに掛けて「いらっしゃい」と客を呼び込

んでも誰も見向きもしない。生地の展示会で生地をつる

しても特徴が無かったし、分かりづらかったのですね。

それで、考えた・・・当社の特徴と目立つ方法を。「風呂

敷」・・・一寸業界関係者に怒られてしまうけど、端っこ縫

えば製品になる。デザイナーもパタンナーもいない下請

け事業者にはこれしか出来なかった。そして、「撥水」オ

リンピック選手が着用する位の自信作。自慢のインクジ

ェットプリントでプリントして撥水加工して縫製すれば、

出来上がり。これに少々乱暴だが、上から水を掛け続け

た。余りの突拍子の無さに、展示会で人が寄って来た。

人が人を呼んだ・・・桐生タイムスさんにもご協力してい

ただきました。2006 年同社記事が掲載されましたが、こ

の記事が日経新聞等中央紙を呼び、NHK の TV やトレ

ンドたまご等の番組を・・・マスコミ各社が一通り取材に

来てくれました。実際のところ、風呂敷等の製品の売上

はそれほどではないのですが、撥水生地が売れるなど、

シナジー効果はそれなりにあり、漸く少しですが、商売

ベースになってきました。今後はこの販売事業を伸ばし

ていければ・・・と考えております。次に、真面目な開発。

ある社内での事件から、赤外線を吸収する染料を、染

料メーカーと協同で開発しました。現在特許申請中で

す。現在スクール水着用途の生地を販売しており順調

に推移しております。当社ではこうした開発にも力を入

れ毎年とは言えませんが、特許申請も行っております。

日本のものづくり産業で生き残っていく為には、特徴と

技術力しかないと考えております。 

最後に、2 月 8 日(金)の 22：00～群馬 TV で当社が紹介

されます。今日ご紹介した取り組み以外にも省エネ等々

色々取材されましたので、御時間ありましたら、是非ごら

んいただけましたら幸いです。大変雑駁で、お耳を汚し

ましたが、御時間も来たようなので、私の卓話に代えさ

せていただきます。ご清聴ありがとうございました。 

「新入会員卓話」 

 

   朝倉 剛太郎 君 

 

【次回例会予告】 

♦ 2 月 11 日(月) 休 会  

♦ 2 月 18 日(月) 

   卓 話：桐生市副市長 八木 計二 様 

   食 事：赤松 豚重 


