
 
 

国際ロータリー第 2620 地区  藤枝南ロータリークラブ会報  2019 年 8 月 2 日（金）Ｎo.5 

 

例 会 第１３３１回： 通常例会/小杉苑 

ソング 君が代、奉仕の理想 ：ソングリーダー 小池吉久君 

■ 会 長 報 告         渡邊芳隆君 

皆様、今日は、

一週間のご無

沙汰です。いか

が、おすごしで

しょうか。梅雨

が明けた途端

に猛暑日が連

日、続いており

ます。蓮華寺池

公園の朝、5 時台の温度は昨日まで 25 度でした

が、今朝は、26 度ありました昨夜は寝苦しい一夜

を過ごされたと思います。 

今日は、血液について少しお話しさせて頂きます。 

血液をサラサラにしたほうがいいのでしょう

か？  「水をたくさん飲むといい」いわれる理

由に、「血液がサラサラになるから」ということが

よく挙げられますが、そもそも血液がドロドロに

なったりサラサラになったりすることはありま

せん。単なる「イメージ」です。 

 健康のカギは血液が滞りなく流れていること

ですが、その指標は血液の濃度ではなく、 

赤血球がしなやかかどうか。赤血球は病気や加齢

によってしなやかさが失われることがあり、細い

毛細血管の中を通りにくくなります。だから「ド

ロドロ」「サラサラ」ということなのでしょうが、

実際には、血管で詰まる前に、そのような赤血球

は脾臓や肝臓で分解されるようになっています。

つまり、「血液がドロドロになって血管が詰まる」

ということはないのです。私の場合は先日、お話

をしましたが心房細動があるので心房に血栓が

溜まりやし為に、血液をサラサラにするエリキュ

ース錠を飲んでいます。 

■ 理 事 会 報 告       森竹正晃君 

9 月 10 月プログアムは承認されました 

クラブ戦略会議は継続審議で承認されました 

臨時クラブ協議会議事録は書面をもって承認さ

れました 

2017－18 年度決算報告は書面をもって承認され

ました 

次年度指名委員会については、発足準備をするこ

とで承認されました 

静岡ビジネスレポートについても掲載するで承

認されました 

事務局夏休みは、暦通りで行うことで報告します 

■ 幹 事 報 告          森竹正晃君 

8 月度ガバナー月信、ロータリー１００周年バッ

ジ購入について、臨時クラブ協議会書面を回覧 

いたします。 

 

■ 出 席 報 告          望月誠 君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

40／51 78.43％ 46／50 92％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○阿井君○数野君○中村君○古川君○村松章隆君 

江﨑君 川口君 桑原君 佐野裕君 鈴木寿君 

玉木君  

(２)メークアップ者  

大村和宏君（焼津） 渡辺哲朗君（焼津）  



 
 

■ スマイル B O X        望月誠君 

・私と家内の誕生日プレゼントありがとうござ 

いました。          早川清人君 

・会員誕生日プレゼントありがとうございまし 

た。             森竹正晃君 

・ありがとうございます。５８才です。 

                松浦正秋君 

・誕生日プレゼントありがとうございます。 

 これで暑い夏を乗りきります。 佐野博己君 

・妻の誕生日プレゼントありがとうございま 

す。年齢は非公表ですが、子供には２８才と 

言い張っています。      鈴木照竟君 

・結婚祝いありがとうございます。 樽井勉君 

スマイル累計額  ６８，０００円 

 

■ 会 員 卓 話                  

 

『健康に資する

こと』  

                                   

杉浦 聡 

職場環境と会社

の「健康」状態と

いうことでお話

致します。 

平成 22 年に社長に就任。約 9 年目を迎えており

ます。平成 20 年 9 月のリーマンショック後と重

なり、厳しい経営環境の中でカジ取りをスタート

させた状況です。過去の蓄積もあり自己資本比率

は 50％ほどでバランスシートの上では決して不

健康ではないと思いますが、昨今顕著になってい

る人口減少に比例するように販売量は頭打ち、収

益性も一進一退の状況です。 

そんな中、3 年程前にご紹介いただいた掛川にあ

る製造業の工場（メーカーではありません、下請

け加工工場です）を見学させていただく機会があ

り、大変参考になったことがありました。そのこ

とを中心にお話致します。 

まず工場内部ですが、24 時間稼働可能な設備能力

をもち、（機械の種類でいうと俗にいうタレパン、

ベンダーなどよくある種類です）設備は毎年 1 基

新規のものを更新することになっています。価格

は 1 基 1 億円とのことで、かなり高額です。毎年

更新しているので常に最新機種がある状況です。

場所によってはメーカーの展示場のような雰囲

気です。 

また日々の作業効率を常に向上させるためのワ

ーキンググループもありました。そこではお客様

目線で工場の環境を整備するためのルールがあ

り、5S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）が徹底さ

れ「工場」というよりも、「展示場」をつくりあげ

るような発想で改善が計画されておりました。こ

の手の機械設備に付き物なのが、油汚れです。機

械本体のみならず、機械のまわりもオイルで辺り

がベタベタなんてことがありがちですが、通常の

洗剤掃除ではこの汚れが取れないので、ダスキン

から直接業務用の清掃用具を一式購入して清掃、

油が酷い箇所はコンクリートの表面を削る専用

の機械を導入して、徹底した「美化」が行われて

いました。 

また、従業員の評価はスキルマップを作製し、

個々の資格、技能、能力が工場内に誰でも見れる

場所に一覧で張り出されており、評価基準の透明

性、見える化も徹底されていました。 

ワーキンググループでの特色ですが、各チームが

行ったことを、掲示板に張り出すことはどこでも

あることですが、決められた夕方の掃除の時間は

おしゃべり推奨で、だまってやるな！がルールで

す。またチームでの飲み会も推奨していて、費用

は全額会社もち、金額もいくらでも可。但しちょ

っとした条件があり、チーム全員参加（だいたい

5～8 人？）と居酒屋での集合写真を必ず撮り、写

真と領収証を掲示板に張り出すルールです。これ

を他の人が見ると、何だか楽しそうで「我々もや

ろうか」になってチームが結束していくそうです。 

この会社の従業員は 50 名程、年商は約 10 億、そ

れで最終利益 1 億円！ 自己資本比率 50％程。更

に最後に事務所でお茶を飲みながらの雑談で、自

社発行の手帳を見せていただき、そこには、年間

の経営計画、中期ビジョン、バランスシートが記

載され、カレンダーの日付の横に社員の名前と誕

生日が記載され、誕生日当日は休暇もあるとのこ

と。ちなみにこの手帳は取引先、金融機関を中心

に毎年配布しているそうです。 

ところで年商 10 憶の会社、営業マンは何名？と

聞くと、回答はゼロ。それぞれのお客様に担当者

はついていますが、文字通り受注するために先方

に出かけて営業をするような方はいないそうで、

またまたビックリ！考えはこうです。自社の工場

案内を行い、設備、環境、会社の運営方法などを

お客様に説明しながら実際に現場を見てもらう。 



 
 

するとどのお客様も「任せて安心」の理解を深め、

お客様の方から指名買いになるので営業いらず

とのことです。徹底した見せる化が真に企業価値

を高める効果を生み出し、結果に結びついている

形でした。 

様々なことの徹底ぶりに、「社長さんはさぞお忙

しいんでしょうね」と声を掛けると、「実は月の半

分は会社にいないんですよ。今更ですが、大学院

で経済学を学び直している途中です」とのこと。

「仕事は半分かな～」だそうで、様々なことは現

場に任せて運営されている様子。お任せ上手でも

あり、現場が当事者意識をもって、率先して行動

できる状況を作り出しているんだと感じました。 

帰路、自社とのギャップにあまりの衝撃を受け、

「何にも出来ていなかったな」「できることはす

ぐやらなければ」と、今現在は職場環境向上委員

会なるものを作り、普段心掛けてきた 5S を見直

し、ゴミ拾いからは脱却し、職場環境を整え、お

客様目線で職場を改善することは真に企業価値

を高めることに資するという理念で改善活動を

行っています。 

おかげ様で足元は少しづつ効果が表れ、ものづく

り分野のお客様が増え、付加価値のついた商売も

増えつつあります。 

今後は売上至上主義ではなく、販売内容の中身も

検証できるシステムを構築し、お客様の困りごと

に寄り添い、地域の皆様のお役立ちになれる会社

を目指します。 

 

「私の健康に

つ い て 」      

朝比奈潔君 

健康に関して

は、特に行っ

ている事は有

りませんが体

重にはいつも

気にかけております。２０才の時よりも現在は約

３k 位減っており、体重維持につとめております。

食事は１日２食で社会人になってから常に一諸

です。仕事柄 夕食は遅いので朝はコーヒーとお

茶を一杯づつ飲んでおしまいです。お茶は一日 

３～４杯位飲みます。ご飯を食べるのは昼食だけ

です。特に気をつけている事は肉、魚、野菜をバ

ランス良く食べる事とゆっくり食べる事です。又、

一日３０品目を目指して食事を取るようにして

います。運動は特別していません。ゴルフの時も

疲れないようにカートに乗っている事が多いで

す。お酒は一年３６５日、毎日かかさずに飲んで

います。毎日缶ビール１本と日本酒を３合位飲み

ますが、少し酒が多いと感じていますが飲めなく

なれば人生も終わりかなと思っています。 

■ 今週の一言         山田壽久君 

 私が妻と結婚

したのは、平成８

年１０月２７日

でした。あっとい

う間に２３年目

を迎えました。 

 私の妻は若い

時から、ファッション関係には強い関心を持って

いました。私と一緒になるまでは、静岡で１３年

間ブティックを２店舗経営していました。その関

係で、縫物や手先の仕事が得意でした。現在、「ル

ルベちゃん」という人形作りに夢中になっていま

す。大変可愛らしい人形で、大きさは１２～３セ

ンチの大きさです。色んな髪型や洋服そして身に

着ける小物など、自分の感性で作り上げ、大変楽

しそうで遅くまで人形作りに没頭しています。今

年の６月に人形製作の認定講師の資格を取得し

て、これからワークショップなどを開き、興味の

ある皆様向けに指導をしていくようです。 

 インターネットで「ルルベちゃん」と検索して

いただけると、詳しい事がわかります。きっと皆

様方の奥様に興味を持っていただけると思いま

す。ご興味のある方は、せひ妻にご連絡いただき

たいと思います。 

 これからは、明子の事を「ルルベちゃん」と呼

んでください。 

例会日 クラブ行事 摘要 

8/9(金) 

第 1332 回 

財団セミナー 

報告 
小杉苑 

8/16(金)  

 
休会  

8/23(金) 

第 1333 回 
会員卓話 小杉苑 

8/30(金) 

第 1334 回 
納涼夜間例会 小杉苑 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(担当／平原君) 

ご入会おめでとうございます 

おめでとうございます！ 


