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１． 点 鐘                                                                                      

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． 会長の時間 

５． 幹事報告 

６． 委員会報告 

 

 

７． 卓 話 

         「桐生の和装織物」について 

             泉織物有限会社 

             経済産業大臣指定伝統的工芸品 

             桐生織 総合部門 

             伝統工芸士 泉 太郎 様 
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会長の時間 

前例会は足利RCの半田ガバナー補佐、今週は新潟分

水 RC クラブの笠原会員さんがメイクのために当クラブを

来訪してくれました。有り難う御座います。ロータリアン

の 3 大義務は「会費の納入」「例会出席」「機関紙の購

読」です、今日は出席について過去に起きた珍事件？

についてよもやま話として話させて戴きます。 

私は昭和 60 年 8 月に入会しまして今年 29 回目の出席

１００％の予定ですが、入会した年に３回連続で例会を

休んでしまいました、其の時に推薦者の小林 松様から

電話で「ロータリーは 4 回休むと退会になります折角入

会出来たのに勿体ない」と言われ何と厳しい団体だと思

いましたが各界で活躍されております大先輩の方々が

そのルールを粛々と守っている伝統あるクラブに入会出

来た事を改めて感謝しております。同日入会の舘会員

の 29 回の表彰に対し私は 28 回となりどうしても追いつ

けない事を今は大変残念に思っております。 

 

 

昔も、今も同じですが他のクラブと比較して出席率の低 

いクラブの会長、及び出席委員会は必死に例会の出席、

メイクの励行を会員に要請し出席率の向上を目指して 

おりますが忙しい会員は例会場変更のクラブを探しメイ 

クに行ったりして苦心をしていたようです。ある日私が市 

内の RC にメイクに行った際、そのクラブ会長が桐生 RC

の会長より不正なメイクは認めない様にとの手紙が届い

ておりますので報告しますとお話がありました。何とも複

雑な気持ちで時を過ごした記憶があります。これも出席

率にこだわった為に起きた珍事件かと思います。メイク

アップ制度が出来たのは 1922 年です、会員は例会出

席が基本ですが、他のクラブにメイクしに行くのも楽しい

と思います。私自身新会長になったとき他の 4 クラブに

表敬訪問をした際それぞれのクラブの雰囲気、例会の

方法等が違い、また新しいメンバーと知り合いになりロ

ータリーの楽しさ、良さを再確認することが出来ると思い

ます。是非メイクアップをして見て下さい。 

《報 告》 

・1/24 職業奉仕・雑誌委員会 家庭集会 

 

《予 定》 

・2/2 青少年交換プログラム第 1 回派遣学生 

   オリエンテーション  前橋問屋センター会館にて 

   (カウンセラー 堀君、交換内定学生 柴﨑さん) 
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幹事報告 

 ・RID2840 竹内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。 

 ・すばらしい歌津をつくる協議会より「一燈」が届いてお 

  ります。 

 ・大泉ＲＣより例会場及び事務所移転のお知らせが届 

  いております。 

 ・桐生南、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 26 年 1 月 27 日) 

総員 62 名：出席 43 名 

平成 26 年 1 月 6 日例会修正出席率：70.17％ 

 

ニコニコボックス 

牛膓章君、山﨑一順君、村田勝俊君、柳明彦君、後藤

圭一君…卓話者に泉太郎氏をお迎えして／吉田栄佐

君…牛膓大会長より過分なるお褒めの言葉を頂き、あり

がとうございます／矢野昭君、北川洋君、牛膓章君、養

田隆君、坪井良廣君、前原勝君、松島宏明君、川村隆

君、村田勝俊君、園田誠君、澤田匡宏君、竹内靖博君、

月門快憲君、飯塚荘一君…写真戴きました。 

 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は、このような席にお呼び頂きましてありがとうござ

います。まずは、簡単に私の自己紹介をさせて頂きま

す。 

弊社、泉織物は創業明治 40 年、私で４代目、創業より

約 100 年絹の着物を、製造している機屋です。私自身

は、修行をはじめて 27 年程になりますが、業界的には

高齢化が進み、特に桐生産地和装の分野においては、

今年の 3 月で 50 歳になりますがいまだに下から数えた

方が早いほどです。 

桐生織産地は、奈良時代の初めには絹織物を朝廷に

献上し、関ヶ原の合戦では、一晩で 2410 疋の旗絹を納

め軍旗に用いられ勝利したことにより、縁起の良い産地

として江戸を背景に大きく発展致しました。また、江戸時

代には西陣より高機を導入するなど技術革新を積極的

に進め、明治時代には近代化の波に乗り機械化を進め

さらなる発展をした織物の産地でした。 

 

 

 

 

 

桐生織は桐生織物協同組合の活動により昭和 52 年 10

月に国の伝統的工芸品として指定を受けました。弊社

でも伝統工芸品の着物を製造販売しております。そん

な中で弊社は、創業者が石川県より桐生へ移り住み修

行を経て、明治 40 年に泉織物を創業致しました。弊社

で創作している着物地は、冠婚葬祭（七五三・成人式・

結婚式やお葬式など）とは関係の無い普段着の着物を

製造するメーカーでした。初代の時代は、着物は日常

着であり日本人の日常身につける衣服でした、2 代目の

時代は着物よりも洋服を着る人が増え、しかしまだ女性

の着物の着用率は高い時代でした、3 代目の時代は、

着物はもはや普段着ではなくなり、しかし高度経済成長

期やバブル期など着物を高級品とし、その販売も「和装

業界はタンスに商品を売っている」などと言われるほど、

冠婚葬祭、嫁入り道具、たしなみやステイタスと、今着る

着物ではなく来たるべき日のために買っておく、あたか

も財産であるかのような物に変わってきてしまいました。

また着付け事態も着心地の良い着方・生活をする着方

から、作法・美しさ・所作など決して悪いことではないの

だけれども、それだけになったり、それだけに偏ってしま

うと着心地の悪い・わからない・難しい物へと変わってし

まいました。ちょっと前まで、ほんの数十年前までは、誰

でも着ていた衣服が、いつの間にかたった数十年で、

民族衣装でありながら着ることのできない人が多い衣服

になってしまいました。四代目の私の時代になり、日常

の生活の中で着物を目にしない世代が、大人になり着

物から離れ、それでも和装業界は、高齢化してゆく着物

世代に着物を売り続け新しい着物ユーザーの開発に目

を背けていました。しかし、最近着物を身近で見ずに育

った世代から、またこのままでは着物が無くなってしまう

という危機感を持った小売業者・流通業者・我々メーカ

ーなどから少しずついろいろな取り組みが始まっており

ます。 

そんな中私が泉織物の四代目になり、泉織物が大きく

変えたことがいくつかあります。一番最初に行ったのが、

自社独自開発の製品に全てラベルを貼付すること、泉

織物の製品ブランドであることを示す作業です。皆さん

は、そんなこと当たり前のことだと首をかしげるかもしれ

ませんが、その当時それは着物業界の常識ではなく、

する必要のないもの、いらない物とされていました。一部

のビッグネームの産地やメーカー以外の商品は、買っ

た中間業者または小売業者が自らのラベルを添付して

いました。しかしこんなことを続けていては必要のないメ

ーカーとなってしまい、誰も知らないメーカーをなって消

えてゆくだけだと思った私は、はがされても、はがされて

もラベルを添付し続けました。二つ目に行ったことは、弊

社で初代より 100 年創作している絞り染めを工芸品と設

定していただく作業です。 

 

 

 

 

 

 「桐生の和装織物」について 

 
泉織物有限会社 
経済産業大臣指定伝統的工芸品 
桐生織 総合部門 
  伝統工芸士 泉 太郎 様 



 
 

 

 

この赤城山の裾野で絞り染めの着物を創作しているの

は、後にも先にも弊社一社だけでしたので産地形態を

全くとっていないため、法律上国の工芸品指定はいた

だけませんが、群馬県の工芸品として指定をいただき

平成 14 年群馬県ふるさと伝統工芸品「桐生絞」（きりゅう

しぼり）として群馬県知事より認定をいただきました。三

つ目に行ったことは、泉織物を一般の人に知っていた

だく作業です。ある年、ちょっとしたことがきっかけで参

加した桐生ファッションウイーク。 

販売はせず自社で創作した着物を皆さんに見ていただ

こうと仲間と有粼館で展示を行ったところ、泉織物を知ら 

ないばかりか、繊維の街とは聞いていたけれど、こんな 

着物が織られていたなんて知らなかったと誰もが口にし

ました。今まで狭い井戸の中である織物業界としてのフ

ィルターでしか物をみていなかったために、身近な桐生

でさえ自分の着物や業界が認知されていないことに毅

然とし、またこんなことでは日本人の人に知っていただ

こうなんておこがましいと反省致しました。そして、自分

たちの知名度を上げ、ブランド力をあげるために物作り

の考え方が似ている、大筋で向かってゆく方向性の同

じ仲間でグループを作り消費者向けの展示会を地元や

東京で行い、また着物や帯をトータルでコーディネート

した物作りを行いバイヤーの方や一般消費者の方へア

ピールし発信し続ける活動を始めました。そのグループ

名は「きりはた」桐生の機という意味で、桐生の和装絹

織物の物作り集団としてプライドを持った物作りとセンス

ある着物や帯を毎年発表しています。合資会社後藤の

社長をリーダーとして高光織物・井清織物そして私泉織

物の四社で始まったこの活動も、はや十年を迎えました。

現在では、桐生市・群馬県内・業界内でも多少知られる

存在になってきました。ただ、まだまだ全国の消費者の

方々には、桐生産地やきりはた、各会社のブランド力は

小さく、ここからがきりはたや各社の正念場になってゆく

ことでしょう。特に大震災の後、顕著に表れてきましたが、

日本人の価値観や余暇の過ごし方、集団の中での自

分や・個である自分の価値など、生活習慣が大きく変わ

ってゆく中、冠婚葬祭の着物が買う物から借りる物へと

変化し、今、昔普段着だった着物がファッションとしての

着物へと変わろうとしています。お茶・お花が、たしなみ

や花嫁修業として習われていた時代から、余暇の楽し

みや趣味としてのカルチャースクール的なお教室が増

えて来る中、着物も買って楽しむ物から、本当に来て楽

しむ着物へと変更してきています。当然着物も現代の生

活様式にあった着心地を求められ、作る側の時代に合

ったセンスが求められる時代となってきました。ただ伝統

工芸という看板にあぐらをかいていると、ただの古くさい

だけの高価な着物となり、洋服でおしゃれを磨いている

時代の女性には受け入れていただけない時代がやって

きています。 

 

 

 

 

 

 

 

着物を専業で作る機屋を「着尺機屋」と言います。それ

に対し帯を専業で作る機屋を「帯機屋」と言います。後

藤さん・高光織物さん・井清織物さんが帯機屋さんで、

弊社が着尺織屋です。その着尺機屋も私が修行をはじ

めた頃は私どもの親戚も含め十件以上がしのぎを削っ

ていましたが、現在では桐生織の着尺機屋も私どもが

最後の一件になってしまいました。 

 二年ほど前から弊社と後藤さんでは、桐生市さんのご

協力・ご支援をいただきながら試験的に産業観光として

工房を見学していただける様努力をしております。私の

所の様な企業は、今後桐生で機を織っている意味も含

めて発信して行かないと存在の意味が無くなっていって

しまうと考えています。高品質・高いファッション性はもち

ろん桐生の機（はた）である事を強く意識し、地元桐生と

ともに生きてゆく企業であるというアピールも大切なブラ 

ンドであると考えています。また観光という意味では、富

岡製市場の世界遺産という明るい話題も、ただ群馬県

内の話として聞くのではなく、絹というくくりの中で、何ら 

かの形で関わりを持ちながら自社の新しい販路や物の 

見方として勉強して行きたいと考えています。 

 とりとみのない話になってしまいましたが、決して楽で

はない業種で、人の畑が青く見えて仕方が無いのです

が、自分にはこの道しかないと最近やっと思えるようにな

り、昨今いろいろな人に助けられ、人によって生かされ

ているとようやく気付きました。本当は、このような席は苦

手で、とても嫌なのですが僕を推薦してくれた人のこと

を考えお話をさせていただきました。何か 1 つでも皆さ

んの心にとまるような言葉があったならありがたいと思い

ます。本日は、ありがとうございました。 

 

 

 

【次回例会予告】 

2 月 10 日(月) 

  卓 話 ： ゆいの活動について 

         きりゅう市民活動推進ネットワーク 

           代表 近藤 圭子 様 

   

  食 事 ： ほのか 

            


