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快晴の中 さわやかハイキング

（平成30年11月３日

武蔵屋藤岡工場・富岡製糸場）

５Ｓを究め、ハッピーを拡げる

整理が徹底して出来れば、スリム化や

見える化も出来て、５Ｓの７割程度は

済んでしまうかもしれないとさえ思わ

れます。清掃も整頓も大事ですが、そ

れは整理の徹底度によって大きく影響

されます。さらに清潔・躾は３Ｓによっ

て大きく影響されます。ご参考にして

足利流５Ｓの指導者・木村温彦先生か

“さわやかハイキング”で武蔵屋藤岡

でできることは大変幸せなことであり、 れ の 中 を 国 際 興 業 観 光 バ ス に 乗 っ て

関 根 一 成

の職場が磨かれ仕事がやり易くなりま

工場の見学をしました。昨年１月に足

社長

さわやか社員の皆さん、こんにち

す。結果的に一人ひとりのさわやか社

ら開講式にあたってのご講話があり心

新日本ビルサービス株式会社

いただければ幸いです」

月３日（土）素晴らしい秋晴

は お元気ですね いつも熱誠溢れる

員の皆さんの成長につながり、それが

に染み入るものでした。

翌週の

我が仕事をお客様に届けてくださり、

お客様に伝わり、お互いに進化向上す

とで社内外にハッピーの輪

本当にありがとうございます。今年も
になるのです。

る好循環サイクル（ハッピーが拡がる） 「 ５ Ｓ を オ ー プ ン に す る こ
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立冬となり朝夕は肌寒さを感じる季節
分に起

ジョギングしています。ジョギングの

鮮な空気の中を市民の森まで

した人や会社は必ず良くなると思いま

会社は少ないと思います。だから実行

でも本気で継続して実行している人や

ワンを目指す。それを全国

し、５Ｓによってオンリー

の観点から見た清掃を追求

をしながら清掃する、５Ｓ

かりません。特別な能力も要りません。 理 ・ 清 掃 ・ 整 頓 ）で 、 整 理

が以前よりもずっと鮮

日（火）藤岡商工会議所にて新

成のトレーニングとなる。
５Ｓで最も大事なのは整理
です。整理が出来ていない
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となりましたが、僕は朝３時

時に自分自身が力と勇気と信念が沸き

”という強い意志と、

が 拡 が る 。 本 質 は ３ Ｓ（ 整

上がる誦句を小さな声で暗唱すること

す 。“ や ろ う

に発信し、全国から人を集

私たちの行動指針と５Ｓはお金がか

で、ビジョン

良き師とお互いに切磋琢磨できる良き

めることができる。どうい

分ほど

明に描けるようになりました。

同志がいることで、やり続ける原動力

今、さわやか社員の皆さんの献身的

月

浸透し、５Ｓはその人財育

う会社でありたいか理念を

な仕事のおかげで、新日本ビルサービ
スに大きな運気、とてつもないチャン
を実現するには私た

スが訪れています。これをしっかりと
掴み、ビジョン

ち の 行 動 指 針（ 時 を 守 り 、 場 を 清 め 、

つ（清掃・整頓・
清 潔 ・ 躾 ）が 手 が 打 て な い

と後の

とです。そして５Ｓを実践することで、 成講座第２期生７名の開講式を行いま
小さな改善と気づきが生まれ自分たち

状況にさえなります。逆に

日本グループ５Ｓインストラクター養
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した。このような実践的な講座を社内

4

５Ｓは最も大事な整理から

になることは間違いないですね。

きて天風体操をしてから外に出て、新

55
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礼 を 正 す ）を 習 慣 と し て 身 に 付 け る こ
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▲さわやかハイキングにて武蔵屋藤岡工場見学。5S実践を共に学びました。

グループの中で根付き始め、グループ

利流５Ｓをキックオフし着実に新日本
せています。僕はどちらからという気

度量が必要ですね、と自分に言い聞か

のご案内と５Ｓ実践の取り組みをご説

ハッピーの輪が拡がっています。社内

の 度カメラを使用した実験などを含

お話しし、ワカバウォーク、東大和で

繰り返しました。結果的にあまりキレ

ながら初期清掃をして、小さな改善を

も、徹底した整理から始めて、整理し

会社の武蔵屋の藤岡工場と上尾工場で

が損なわれてしまうことを日々反省し

である“自分のために”という自燃力

てしまいますが、それでは５Ｓの目的

が短い方なので「こうやって 」と言っ

「関根社長

げます。お互い切磋琢磨し good job
生について語り合っています。
丁寧なメールをいただき、 ができるよう頑張りましょう。

ティングをして胸襟を開いて仕事と人

明し、社員食堂で美味しいランチミー

“これは”という提案をお待ち申し上

めいつでも歓迎でございます。今後も

株式会社ヤオコー

恐縮です。貴重なお時間をいただきあ

プロパティマネジメント部

さま」

ています。

りがとうございました。社長のミニ講

修

部長

中原
演会開催のお心遣いに感激しました。

「いつも大変お世話になります。本日は、

５Ｓでハッピーを拡げる

イでなかった工場がかなりキレイにな
り、スッキリとして工場全体が見渡せ
るようになり、見学に来られたお客様

感じております。今朝のミーティング

からも「３Ｓが行き届いていますね」

以前よりもずっと多くのお客様・お

自分の中では非常に収穫が多かったと

というお褒めのお言葉まで頂けるよう

島忠草加舎人店さんのご案内を頂き誠

に有難う御座いました。清掃員のバッ

で早速①倉庫内の使わないものを捨て
よう②キャビネットの扉を外したいこ

クヤードの整理整頓、働く人の生き生

取引先にご来社頂き、５Ｓを通じて

とを話しました。また、武蔵屋上尾工

きした姿、私も管理見積依頼を受ける

になり、わずか２年で大きな変化を実
この経験からも最初は

場見学はぜひ、実現できればと思って

今までに感じた事のない気持ちとなり

感しています。
整理から始めて要るもの

おります。 建(前ではなく 社)内で「整
理しよう」と吠えているのは私一人で

ました。本当に有難う御座いました。

処分することを繰り返し、
同時に清掃し、整頓の前
に比較的簡単にできる整

幸作

さま」

政志

さま」

イル・さわやか」です。幸せは笑顔か

新日本ビルサービスの２Ｓは「スマ

竹澤

と様々な施設を現地調査に入りますが、
すが、何か変化をさせていきたいと考

野村不動産パートナーズ株式会社

と要らないものを分けて

えております。今後ともご指導ご鞭撻

受託営業部部長
株式会社
板垣

立教ファシリティマネジメント
部長

わ がんあい ご

ら生まれ、言葉が観念を創り、観念が

ろ、私自身が井の中の蛙状態となって

集い”として行い３年経ちましたが、

社員食堂でお誕生会を“愛ことばの

人生を創ります。和顔愛語という言葉
昨日は大変お世話にな

おり、関根社長のパワー並びに御社の

和やかな笑顔と愛情のある言葉が飛び

「関根社長様

仕事に対する熱意には大変良い刺激を

交う家庭と職場を目指し、５Ｓを究め、

があります。

いただきました。本日、部内会議があ

ハッピーの輪を拡げましょう

りありがとうございました。このとこ

りましたので、早速、御社の取組みを
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360

のほどよろしくお願い申し上げます。

列 を し（ 壁 際 の 棚 を 外 し
田の字にし、必要なもの
を直角平行にして使いや
す い よ う に 並 べ ）、 最 後
に皆が使い易いようにす
ぐに取り出せて且つすぐ
戻せる整頓に進む。
３Ｓが出来れば結果的
に清潔・躾は身につくと
いう考えです。この時に
トップはあまり急がずに
社員さんを信じて任せる

▲株式会社ヤオコーの中原部長様と田口部長様を囲んで生涯青春! !
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待合いスペース▶
絵画を楽しめます。

ファシリティマネジメント本部
ＦＭチーム 竹野谷 昇広

3

様

!!

◀チームヤオコーの一員として熱誠を
もってお役に立ってまいります

皆様こんにちは。今回は、食生活提案型
スーパーマーケットのヤオコー様の新本社
をご紹介致します。川越駅西口にヤオコー
様本社があり、業務の拡大と、それに伴う
従業員の増加により、現本社から徒歩 分
のところに新社屋を建設されました。ヤオ
コー様は本社の事を『サポートセンター』
と言います。本社は『店舗をサポートする』
事が仕事という意味です。弊社もヤオコー
様の各店舗のサポートをさせて頂く実働部
隊として数々の業務を実施しており、今回
はサポートセンターのサポートをさせて頂
くお仕事となります。警備、清掃、受付が
常駐しており、それぞれの部署やセクショ
ンに垣根無く、マルチタスクで管理・運営
をしております。
管理開始して間もなく竣工式、内覧会と
いう大きなイベントがありました。
ヤオコー様としても重要なイベントであ
り、結果で言うと滞りなく成功させる事が
出来ました。大きなイベントをヤオコー様
と協働する事で一体感が生まれ、終了後に
はとても清々しい気持ちになりました。
ＳＮＢの管理経験を活かしている部分が
あるのでご紹介致します。ロボット掃除機
の運用、各トイレでマットを用いた防汚策、
テストキッチンのウレタンコーティングな
ど様々な要素を盛り込ませて頂いておりま
す。
現場のスタートアップはまだまだ序盤で、
これからもヤオコー様に寄り添い、お客様
の経営にさらに貢献できればと考えます。
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▼社史
2018年 新サポートセンター完成。

サポートセンター

◀受付カウンター
全てのお客様がこちらを
訪ねられます。

株式会社ヤオコー
◀ヤオコーサポートセンター（本社）様
埼玉県川越市新宿町1丁目10番地

株式会 社 ヤ オ コ ー
紀彦 様

▼テストキッチン
実際に調理をしながら
打ち合わせできます。

総務担当部長

▲執務室
壁の無い大空間でコミュニケーショ
ンを円滑に行えます。

秋葉

フリーアドレステラス▶
自然光を採り入れリラックス
できる空間です。

総務部
当社は、平成 年 月 日、本
社を「新サポートセンター」ビル
に移転して稼働を開始致しました。
12
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築 年以上が経過しました旧本社が手狭になってきた
こと、また 階建ての建物及び別棟への入居によりコ
ミュニケーションが取りづらいという課題を新サポート
センターでは解決しています。
世界的に有名な建築家の伊東豊雄先生の設計による新
サポートセンターは、ワンフロアの面積を広くとり、関
連性の強い部門を隣接して配置することにより、スピー
ディーで確実なコミュニケーションが行える環境となっ
ています。
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この移転にあたり、照井さん、大野さん、竹野谷さん
をはじめ、御社の皆様の力をお借りしながら準備をして
まいりました。御社とはビル管理の他にも、本社移転に
伴う竣工式や内覧会や記者会見の準備、祝花や電報の管
理、社員への使用上の注意アナウンスなど、多岐にわた
り快く協力いただきました。
このような大規模な本社移転は私共としても初めての
事であり、皆様のサポートなくしてはこれほどスムーズ
にいかなかったと思います。誠にありがとうございまし
た。

▲大会議室

保育園の庭▶
自然に囲まれた空間で
遊ぶことができます。
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この新サポートセンターが、当社の更なる発展を支え
る拠点として、当社メンバーや来館されるお取引先様に
とって快適かつ機能的であり続けるために、皆様には引
き続きお力添えを頂戴したく存じます。
今後も強固なパートナーシップをとり、お互いが成長
し合える関係を構築していきたいと願っております。

▲カフェテリア
素敵な社員食堂。
▲エントランスからホワイエへ…

20

平成30年10月6日
（土） ラフレさいたま
経営企画本部 神﨑三恵・岡本恵美子
平成30年度新日本グループ創立記念式典がラフレさいたま
にて開催されました。グループ社員が集まる式典は、創業者・
関根直幹会長が遺してくれた経営信条、感謝報恩十訓を再確認
することにより、創業の原点に触れることができました。
今後も新日本グループ一丸となって、「さすが新日本グルー
！
プ よくぞここまで！ 感動と信頼のブランドを創り上げる」を
▲社長講話を真剣な顔で聴いています。

スローガンに掲げ、日本一のビルメンテナンス、プロパティマ
ネジメント会社を目指していきます! !

▲㈱武蔵屋永年勤続表彰の皆さん

⃝⃝⃝⃝⃝

▲新日本ビルサービス㈱永年勤続表彰者と辞令を受けた皆さん

永年勤続表彰の皆さん、おめでとうございます！

▲永年勤続５年竹野谷昇広さん

▲永年勤続５年牛田秀樹さん

社長より総勢７名が
表彰されました! !

⃝⃝⃝⃝⃝

▲永年勤続５年加藤竜さん

永年勤続30年! !
浅見専務

入社から今日までを思い出の映像と
共に振り返り、皆さん感慨深い
思いに浸っていました! !

▲永年勤続10年石原恵美さん

▲永年勤続20年田口大悟さん
6

▲永年勤続５年佐藤勇介さん

第２部

▼当選者を発表する
栁下社長

交流会＆お楽しみ抽選会

▼㈱武蔵屋小林副社長の音頭で乾杯! !

▲豪華景品は私が引きま～す。
◀
みんな大好き！
ミッキー＆ミニー賞♪

▼島忠ホームズ賞

▲角上魚類様チョイスセット
をゲット！
▼誰が当たるかな？
景品の数々！

▲さわやか社員の
みなさんと。

▲栁下社長を囲んで。貴重なご講演
をありがとうございました! !
◀
栁下社長とは同郷です! !
牛田社員からの感想発表。

▼お寿司もあります! !

▲美味しそうなスイーツ達♪
▶
何を食べようかな？
7

ゲット! !

ふーちゃん賞

若かりし栁下社長の歩み
私の実家は新潟県寺泊で魚の仲卸と
網元をやっていました。沿岸漁業が盛
年頃までは

急激に車社会へと変わっていったので

ほど

本しか焼けなかったのが機械化

分の

4

～

倍に、燃費も

3

んに納めることができるようになりま

納められなかったのが、多くの魚屋さ

になりました。今まで数が足りなくて

によって

60

さて、先ほど車の普及について触れ

屋で親の手伝いをしながら魚を売るよ

われ、寺泊の栁下商店という小さな魚

から、家の手伝いをやってくれ」と言

舗に納めることが多くありました。そ

浜の人間は、とれた魚を焼いた上で店

設備がなかったので、私たちのような

ケやサバなどの大きな魚を焼くような

その頃の魚屋や料理屋の多くは、サ

一般化し、どんな沖まででも出られる

な素材が出てきて、大きくて速い船が

当時はＦＲＰという非常に軽くて丈夫

沿岸にきた魚を捕るのが常でしたが、

が一般的で、漁師は自分の住んでいる

でも起こっていました。昔は木製の船

ましたが、この技術革新は船舶の分野

うになりました。

の焼き方はというと、火の周りに串に

ようになりました。すると、漁の概念

商売も順調でしたが、時が経つにつれ

秋は車に魚を積んで新潟の長岡や三条

を使えませんでした。ですから、春夏

イヤもなかったので、雪が降る冬は車

ではなく、今のようにスタッドレスタ

計算はせずにぱっと飛びつく性格でし

械化です。私は、思いついたら細かい

でした。そこで私が取り組んだのが機

な方法はないのだろうかと思えるもの

繰り返す──そんな、もう少し合理的

てはひっくり返して……ということを

おばさんが

刺した魚を

るようになりました。釣ったイカを近

から始まるイカの北上を追って海を渡

切り替わった結果、全国の船が、長崎

隻ありましたが、全部がそういう船に

たのです。

行って捕る──そういう時代に変わっ

父に「とてもおまえを大学にやれない

量のイカが入ってくるようになりまし

年、

、

～

てどんどん沿岸での漁が少なくなり、

いたのを、冬は仕方がなく馬籠という

字型のトンネルの中

くの港に揚げ、またイカを追って次の

年代の当時は車もまだ一般的

本刺して、パートの

が一変します。船が魚のいる場所まで

うまくいかなくなっていきました。そ

籠に魚をできるだけたくさん詰めて、

時はまだ大学に行くつもりでいた私は、 といった都市部まで行って商売をして

年、当

それを担いで電車に乗って都市部の魚

た。昭和

港へ向かうのです。 ～ 隻分のイカ

初運転の時には緊張しながら見守り

数隻の

船が入ってきました。寺泊には

月の初め頃。寺泊にも

た。新潟県の各港に船がくるのはだい
ました。

時間に

たい

分くらいで、きれいに焼け

ので、これまでとは比べ物にならない

500

のような背景があって、昭和

屋や料理屋を一軒一軒「魚は要りませ

を、魚を回転させながら移動させて両

が一斉に同一の県に揚がることになる

当時、全国にイカを釣る船が ～

歳前後の若者でした

んか」と歩いて回っていました。あの

側から加熱する機械を思いつくと、す

てその経験を振り返ると、そんな地道

500

400

軒の

30

3

うことやってきてよかったな」という、 た魚が次から次へと出てきたときには
自分の糧になっている実感もあります。 ほっとしました。手作業では

1

6

なことをしてきた懐かしさと「ああい

400

5 30

U

ま かご

ときの私はまだ

ぐに機械屋さんに頼んで作ってもらい

昭和

人で焼けるのを待っ

す。

1

時代の変化と栁下社長の つの
発明
年の東京オリ

50

方のほうも道路整備がどんどん進んで、 した。

ンピックを皮切りに変化しました。地

そんな時代も、昭和

2

から、それが非常に恥ずかしかったの

んな土地だったので昭和

39

ました。

30

を覚えています。しかし今、こうやっ

▲日本一の魚屋を目指す角上魚類の
栁下浩三社長の熱誠溢れるご講演。

4 20
44

20

20

34

8

20

以上のイカを引き受けることになりま

大体
しました。そして翌日、発泡スチロー

箱にイカを入れてきてくれ」とお願い

水揚げする

隻の船に「明日からこの

完成すると、早速その年に私の所に

覚えて帰ってくださいよ。今日、たっ

の話は忘れてもいいから、これだけは

を開発したのが、私だということ、他

べられるようになったのです。その箱

となっては全国の色々な魚が刺身で食

直結するので、初めの値入れが高いの

もそうでした。魚は売れ残るとロスに

ことに驚きました。どこのスーパーで

場を見に行ったら、値段が非常に高い

新潟にダイエーができた時、魚売り

たのは角上の社長なのだということ。

売っているなら、うちが直接小売りを

私は、スーパーがこんな値段で魚を

ていました。

す。そのイカを、新潟県内ではとても
ルの箱に入ったイカがやってきます。

た一つだけみなさんに覚えてもらいた

問屋がありましたから、一つの問屋が

売りきることはできなくて、ほとんど
これが果たして東京に着いたときにど

が原因でした。

隻超の船から揚がる１０００箱

を築地へ送るようになりました。

のぐらいの鮮度を保っていてくれるか、 いのは、発泡スチロールの箱を開発し
不安はありましたが、何とかもってく

分かりましたか。（一同拍手）ありがと

課題となったのは輸送方法でした。
朝、寺泊に揚がってきたイカは真っ黒
れよと祈りながら、東京の築地へ送り

時間もかけて東京まで行くと、市場に

目から「あの発泡スチロールの箱に

応はありませんでした。しかし、

日

日目は特に築地からの反

ます。

ださい。（一同拍手）ありがとうござい

ち良いものですね。もう一回、してく

拍手をもらったのは初めてです。気持

隣近所の村や町の人たちにも買いに来

6 0 0 0 人しかいない田舎の町でも、

きたこの時代、寺泊というたった

できる。そうすれば、車社会になって

うございます。私、今までしゃべって、 やれば、あの半分の値段で売ることが

着く頃には、あんなに活きのよかった

入ったイカはないか」という注文が市

日目、

イカが、ぺたっと押しつぶされて、刺

場のほうから殺到しました。当然そう

たくさんあるのを疑問に思い「壁と壁

発明で、栁下商店の経営は何とか息を

魚焼き機に続く発泡スチロール箱の

くんです。なぜかというと、昭和

年

頃からでてきたスーパーマーケットが

……

買っていたのが、全部スーパーマー

さんだったり、魚屋さんからそれぞれ

代だっけ、おめの好きなようやれ」と、

す。すると「これからはおめたちの時

そして、父に恐る恐る相談したんで

てもらえるのではないかと考えました。

身にもならないようなイカになってし

でしょう。だって、真っ白くて刺身に

仲卸から小売りへの転換

のところに、黒くて刺身になるような

これで栁下商店は大成功、と言いた

なるかならないかのようなイカばかり

私は、もっと活きのいいまま運べる

イカがくれば、誰だってそのイカのほ

──角上魚類の誕生

方法はないか考えましたが、魚焼き機

倍も

いところですが、仲卸のほうが全く駄
ちのイカが他の

うに飛びつくわけです。その年は、う

年ほど経った時、た

のようにすぐに思いつくものではあり
ませんでした。

の間に発泡スチロールを入れると断熱

原因でした。それまでは、野菜も、肉

発泡スチロールで魚箱を作れば、イカ

作って、その翌年から、全国のいたる

ケットで買う時代に変わってきたんで

も、魚も、八百屋さんだったり、肉屋

を活きのいいまま東京に運べるのでは

所が、ぽつぽつとその箱に替えていっ
100

年前に発泡スチロールの箱を

ないかと。すぐに発泡スチロール屋さ

年経つ頃にはほぼ

すね。このままじゃ、うちも仲卸をやっ
、

5

ントになっていました。その結果、今

ていくことはできないと私も肌で感じ

パーセ

年も前ですか

47
て、

つきました。熱を通さないのだったら、 年のことです。今から

つくことができました。これが昭和

飛ぶように売れました。

3

効果が出る」と教えてもらって、思い

またま冷蔵庫の店に発泡スチロールが

4

46

小売りの魚屋さんがどんどん辞めてい

目でした。というのも、お客様である

安くなってしまいます。

まうのです。当然、値段もものすごく

今みたいに高速道路もない砂利道を

初夏、入れ物は保冷が効かない木箱で、 ました。

くて新鮮なイカです。しかし、季節は

15

2

倍もの値段で

10

んを呼んで発泡スチロールで箱を作っ
てもらいました。

▲200名を超える満席の会場で栁下社長のご講演に
大いに盛り上がりました。

3

1
4

46

40

2

9

10

年のことでした。

意外な、ありがたい答えが返ってきま
した。昭和

分

と、強く思いました。だってそうでしょ

と喜ばれるような店にしなきゃならん

だったのが、今度は長岡など中央の都

と、最初は隣の町や村の人たちだけ

うごとに伸びていきました。そうする
分

年たつ

う、寺泊に来るには、たとえ

年、

市部の人たち、

うちに新潟県全域からお客様が来るよ

年、

であっても、車で来なきゃならないわ

けですよ。だから、わざわざ車で買い

うになりました。

年ぐらいたちます

に来てよかった、本当に寺泊は魚が安

3

あの発泡スチロールの箱で自信をつ
けていましたから、大体の事を自分で
やりました。店の設計を書いて、建築
屋さんを呼んだら、建築費に５０００
万かかると言われました。私はあまり
勉強しないもんですから、あまり金勘
定はせずに、まぁ銀行で借りればいい
かと思っていました。今まで、銀行に
はいつも父が行っていたものですから、
銀行というのはいつでも金を貸してく
れる場所だと思っていたんです。翌日、
銀行を訪ねて、驚きました。担保はあ
るのかと聞かれ、ないなら保証人を見

2

もらいたい。そうするうちに、自然と

かったわ、鮮度がよかったわと思って

に、口コミが伝わるのか分かりません

なったんですね。どこでどういうふう

と、ついには長野県からも来るように

りました。あまりにお客様がくるので、

が、県外からもどんどん来るようにな

いろんな市場を回って魚を仕入れるよ
そんな気持ちで続けていたら、本当

うになりました。

軒しかなかった寺泊の旅館が、
くても、買いに来ていただいたお客さ

これまで夏の海水浴の時期しか観光客

この５、６年で

当時
まが、口コミで広めてくれたんです。

が来なかったのが、角上魚類目当てで

にありがたいことに、何の宣伝もしな

「寺泊に、ものすごく活きのいい魚を

通年で

数軒まで増えました。

売 っ て る 所 が あ る 」「 も の す ご い 安 く

万人以上くるような町へと変

ら、保証人探しに奔走する毎日でした。

では寺泊に今度魚屋ができるみたいだ

それでも、隣の町や村の人たちの中

に広め、噂を聞いたお客様が来店して

ると、それを聞いた人がまた周りの人

売ってる魚屋ができたわよ」って。す

しにもなったんです。

わったためです。うちの店が、町おこ

なしというのはないんです。売上が伸

どんな商売でもそうですが、上りっぱ

自分でも、正直驚きました。しかし、

しばらく経って、漁で成功した叔父を

万円もカ

万と月を追

4

4

びてきても、必ずどこかにてっぺんが

来る。あとは横ばいになって、それか

カ月ちょっと
経つと、ちょうど年末になりました。

月のオープンから

くれて、そのお客様がまた、今度は別

万

日終わっての売上は、魚が大体、
、

円でした。皆さんからすればたった

ら下がっていく──商売はそういうも
万円かと思うことでしょう。でも、私

のだと思っていたので、毎年、今年が

見つからなくて

からすれば、この田舎の町に来て、

その時期はよりいっそうお客様が来店

プンとなりました。ちょうどカニが新

てっぺんかもしれないと非常に不安で

潟に水揚げされる時季でしたので、店

万円も魚を買ってくれた、

ると、なんだあの店はと、またお客様

されて、まだ、面積のないちっぽけな

内では魚を売って、少し離れた所に小

ニを買ってくれたってことが、ものす

万、

しばらく経つと、群馬、埼玉からも

角上魚類の展開と、理念の深化

魚屋だったんですが、人が入りきれな

さな小屋を建てて、カニをゆでながら

万、

20

万だっ

を呼び込むんですね。
た売上が、

15

4

てこの田舎でお客様が集められるのか、 くれる人たちに、買いに来てよかった

10

そんなことでもって、最初

ごくうれしかったんです。だから、今

万円ぐらい。カニのほうも

た。

という噂はあったようで、初日でもぽ

した。
そうして、昭和

月頃

つかまえて、保証人になってもらいま

つけてこいと言われたんです。当然、

1

5

30
の知人にと広めてくれたんです。

心配でした。

15

売るという形をとりました。宣伝も何

月に角上魚類がオー

オープンの予定が、保証人がなかなか

年、本当は

担保になるものはありませんでしたか

10

した。

1

いほどの混み方になりました。そうす

11
日来てくれた人たち、また、明日来て

3

6

もしないでオープンしたので、果たし

4

1

つぽつ、お客様には来ていただけまし

▲さわやか講演会の参加者から熱心なご質問を頂きました。

4
4

49

11

10

3
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49

潟県が近くなったということは、新潟

距離が縮まったためです。関東から新

車道ができたことで、関東と新潟県の

お客さんが増えてきました。関越自動

て、半年ぐらいで生の魚が売り切れる

だんと生の魚が売れるようになってき

うにしました。そうすることで、だん

刺身にしたりして、食べていただくよ

いれば、角上の直営の店であっても、

一般のお客様は角上の看板が上がって

が通らなくなっていきました。しかし、 た。

くても大丈夫です」と。どんどん指導

になってきたから、そこまで心配しな

フランチャイズの店を全部、やめまし

うことで看板を掛け替えてもらって、

年の間に全部つぶれてしまい

上だと思いますよね。だとすれば、う

買いに集まるようになってきたんです。 フランチャイズの店であっても同じ角

といって明日すぐ結果が出るわけでは

ました。商売というのは今がいいから

年か

そのフランチャイズの店はそれから

県からも関東が近くなったということ。 ようになって、魚好きの人たちが魚を
それならば、このような不安な気持ち
年経つと、高崎でも魚屋として有名

に、もう

でお客様が来るのを待っているのでは
なくて、自分から魚を持って関東に行
らも、食文化を変えてくれたというこ

年後に

ないもので、その店が良いか悪いかは

けばいいじゃないか、そう思い直しま

ですが、生の魚は全然売れない。なぜ

きアジとか、一般的なものは売れるの

んでした。冷凍の魚や、塩鮭とか、開

べたのですが、生の魚が全然売れませ

高崎でも、寺泊と同じように魚を並

と言われ、それならできると承諾しま

看板と、魚の供給と、指導をしてくれ」

ちで店も設備も用意するから、角上の

群馬県の人たちから「じゃあ、自分た

と断っていました。しかし、埼玉県や

がないから、とてもそれは無理です」

りましたが「私にはまだそこまでの力

も店を出してくれと言われるようにな

ここまでくると、各所から、うちに

の掛け替え料の半分をうちが持つとい

喜んで承諾しました。そうして、看板

イズ料や指導料を払わなくて済むと、

と言いました。オーナーも、フランチャ

了で、契約を打ち切らせてください」

思い、オーナーに「今度の契約期間満

チャイズの店をやっていては駄目だと

いい店であり続けるためには、フラン

として、お客様から信頼を寄せられる

上をいい店だと思わない。うちが魚屋

イズ店がある限り、お客様は決して角

自分たちで手を加えなくてもいい商品

からは刺身や寿司を作ってお客さまが

が多かった。それならば、うちもこれ

家庭にいてもあまり包丁を使わない方

た関東の中心部は、勤めに出ていたり、

を出し始めました。当時埼玉県といっ

います。

うかは、毎日の積み重ねが大事だと思

お客さまに信頼される店にできるかど

結果が出てくるものです。我々が常に

カ月後、半年後、あるいは

ちがいくら直営の店で頑張ってやって

した。そうして、寺泊に店を出してか
とで賞状を頂きました。

年前の関東の内

した。そうして、群馬県と埼玉県にフ

年に、関東

かというと、今から

ランチャイズの店を

ました。

で新潟県から一番近い高崎に店を出し

年目の昭和

陸の人々は、生の魚なんか食べたこと

した。そこで「こういう魚は売っちゃ

らちょうど

もないし、見たこともない、だから食

駄目」「この鮮度になったら決して売っ

いてある魚の鮮度は落ち、値段は高く

▲魚屋の基本・信念を貫く栁下浩三社長

う」ということでした。だからうちが

出屋さんのようなそういう刺身を売ろ

売ろう。刺身ならば、料理屋さんや仕

じゃなく、寿司屋さんのような寿司を

らばその辺で売ってるスーパーの寿司

た。私がその時言ったことは「寿司な

たので店長たちも最初は渋っていまし

と言ったら、店はものすごく忙しかっ

司を売るから、みんな頑張ってくれ」

を 集 め て 、「 こ れ か ら う ち も 刺 身 と 寿

を売るべきだと考えました。店長たち

それからは埼玉県に重点的に直営店

べ方も味もわからない──まだそんな

ちゃ駄目よ」と色々な指導をしていく

店舗出しま

状態だったんです。しかし、うちは魚

ことで、フランチャイズの店も、順調

、

屋として出店したのだから、何とか生

に売り上げが伸びていきました。
年経ってくると、置

こうやって煮て食べてもおいしい。刺

よって切り身にしたり、皮を引いたり、 の連中も魚に慣れて自分でやれるよう

なっていきました──オーナーたちは

、

4

身にして食べるとおいしいんだよ」っ

しかし、

の魚を売らなきゃ駄目だと思って、い

も、品質と価格を軽視するフランチャ

年経つ頃には高崎の市長か

5

ろんな魚を並べて、お客さまに「これ

1

1
言います「社長、大丈夫ですよ。うち

は焼いて食べるとおいしいんですよ。

3

59

て説明しながら、お客さまの要望に

5

30

11

4

3

1
4

10

う」とお客さまから選ばれる総菜でな
ければいけないのです。私がバイヤー
に 言 っ て い る の は 、「 自 分 が お い し い

～

年後、

と保証できる商品しか置くな」という
ことです。
私が高崎に店を出した
3

人連れて視察に

グレードの高い魚を使ってお客さまに

ターが貼ってありました。当時日本一

訪問しましたが、社長室にそのポス

時に従業員も増えたので、会社の社訓

こちらもどんどん店が増えてきて同

した。

のではないということを実感いたしま

も、ただ魚を並べれば売れるというも

その時、例え天下のダイエーであって

いのか不明確でした。従業員に分かり

に従業員は具体的にどう行動すればい

ていたのですが、この社心を守るため

一年間くらいその言葉のもとでやっ

たわけでございます。

訓ではなく「社心」という言葉を作っ

ので、心で統一しようということで社

買う人の心も売る側の心も同じ心な

オープンした時に作った『日本海、丸

おいしいと言ってもらえるような寿司

の売上を誇っていたダイエーの社長室

を作ることにしました。社訓というと

やすいよう、今度は行動指針を作りま

刺身や寿司に使うのはマグロなら本マ

と刺身を作ることにしました。その結

に、名も知れない田舎の魚屋のポス

年間お客様に支えられ

普通、立派な言葉を書きますが、うち

ごとかついでやってきた』というポス

果、寿司も刺身も評価が上がり、それ

たしました。その後に中内社長と一緒

に続けて総菜を始めることにしました。 ターが貼ってあったことに私は感激い

は魚屋として

した。

グロが中心です。メバチマグロやキハ

関東のお客さんは揚げたり、煮たり、

に付いてきた部長の方がこう言いまし

てきたので、お客さまに対する思いを

お客さまには元気な声であいさつを

枚差し上げました。それから

焼いたりできないような所に住んでい

た 。「 う ち の 社 長 が お 宅 の よ う な 店 を

社 訓 に し よ う と 思 い ま し た 。「 買 う 心

する。朝はおはようございます、昼は

ターを

る方も多いので、総菜も喜んでいただ

やれと言い、やってみましたが魚が

同じ心で売る心」という言葉を最初に

こんにちは、そして夕方はお疲れさま

4

2

カ月後、東京のダイエー本社を

けると考えました。総菜もきちんと吟

余って大きなロスになってしまいまし

思いつきました。

、

味して「これならいい」という味のも

た。これではとても続けられないので

すが、うまさが全然違います。まずは

の以外は出さない。要するに「おいし

ですと。私は社員同士のあいさつが一
元に戻すしかありませんでした」と。

ダマグロから比べれば値段は倍以上で

があればほしいと仰られ、高崎店が

た。
中内社長が帰られるとき、ポスター

たか 」と部下を怒鳴りつけていまし

いう売り方をしなきゃ駄目だ。分かっ

い、お前たちよく見ておけ。魚はこう

来られました。中内社長は部下に「お

てほしい」と部下を

内社長が「角上の寺泊の店をぜひ見せ

当時は日本でダントツのダイエーの中

2

また明日もこの総菜を買お

かった

20

3

12

2

売る心」
同じ心で
▲社心「買う心

店長なり分かる人に代わってもらう。

に答える。もし自分が分からなければ

一、お客さまに何か尋ねられたら即座

す。

ても元気な声であいさつできるわけで

良く仕事ができるし、お客さまに対し

いにあいさつすれば店に出ても気持ち

番大事だと思います。社員同士がお互

ます。

客さまからのお褒めの言葉も共有され

最後は感謝するのです。もちろん、お

は、いい気付きになるのです。だから

うのは商売をやっている人間にとって

とても勉強になります。クレームとい

これば、全

です。例えばどこかの店舗で問題が起

付かされることは実はたくさんあるの
店舗に共有されますので、

そして店長はちゃんと聞かれたことに
答えられる準備をしておくことです。
そういう社風が大事なのです。
一、お客さまからの要望には先ず「は
い」とはっきりとした返事で承る。お
～

店舗くらいになった頃

日本一の魚屋を目指して
店舗が

がいいと思います。

す。お客さまもその方が別段、気持ち

客さまの名前を呼んで挨拶することで

いつもありがとうございます」と、お

し ゃ い ま せ 」 で は な く 、「 ○ ○ さ ん 、

また来られたときにはただ「いらっ

は必ず名前を覚える。そのお客さまが

一、何回か店に来られているお客さま

わびすること。

い理由をお客さまに説明して丁重にお

できないことがあったならば、できな

屋だ

ら「魚ならばダントツに角上がいい魚

それはその地域に住んでいる人たちか

ける、そういう店舗を目指すことです。

たくさんの魚屋の中から選んでいただ

に来てくださるか、そういうことです。

したときに、何軒もの店を越えて角上

いう訳でもありません。魚を買おうと

ません。もちろん店舗数が日本一、と

上が日本一になるということではあり

考える「日本一の魚屋」とは決して売

なろう」と頑張ってきましたが、私の

客さまの要望は気持ち良く引き受ける。 から、社員に「我々は日本一の魚屋に

一、お客さまからのクレーム、苦情は

評価されることが、我々の目指す日本

店舗すべてがそんな風に

素直な気持ちで話を聞く。お客さまか

一の魚屋です。

話をよく聞いて、最後はおわびととも

言い訳はしない。ちゃんとお客さまの

よう頑張っていきたいと思います。

域の皆さんからそう思っていただける

これからも社員一丸となって、各地

」と

らのクレームに対しては決して反論や

に感謝すること。クレームによって気

13
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生涯青春! !

▲日本一を目指す魚屋・角上魚類様と共に究める力
（5S）
に挑戦します! !

22

14
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2018年９月７日（金） 東京国際フォーラム

「ケルヒャーフェア30」セミナー
▼「新日本ビルサービスのビジョン30への挑戦! ! 5S
による人材育成会社づくり」の講演する関根社長。

▼ケルヒャー担当マネジャーの前田さんに
展示会場をご案内いただきました。

▼コンパクトな使い勝手の優れた清掃マシン。

▲ケルヒャージャパン佐藤八郎社長様と共に生涯青春! !

㈱クリーンシステム科学研究所
代表取締役社長

▲最先端のケルヒャー清掃ロボットの実演! !

坂上逸樹 様

ケルヒャーから講師紹介を依頼され、新しい発想の経
営者の話が必要だと思い関根社長を推薦しました。いま、
超人手不足という課題に直面し、これを乗り越えるキー
ワードは「人」と「技術」以外にありません。そのヒン
トが、人財育成（教育制度、外国人雇用など）や技術革新
（UHS、ストーンケア、グリストラップ清掃、フロアコー
ティングなど）について語る関根社長の言葉の中に凝縮
されていると感じました。そして足利流５Ｓ。これは、
人と技術を支えるものだと思います。ものの５Ｓだけで
なく、こころ（考え方）の５Ｓがあってこそ、良い仕事が
できます。それにしても、89歳と85歳という鈴木夫
妻のご活躍には舌を巻きました。
14

2018年９月14日
（金） 東京ビッグサイト

クリーンビジネスフォーラム2018

◀東京ステーションホテル
常務取締役総支配人
藤崎斉様の熱誠溢れる
ご講演。

▲▼熱気に溢れるクリーンビジネスフォーラム会場。

▼「キレイ」が最大の商品である
というビジネスの本質。

▼カークリーニングのパイオニア、ジョイボンドの
古舘代表様とアペックスの郡司社長様を囲んで
生涯青春! !

◀多くの聴講者の皆様と名刺交換させて
頂きました

!!
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パートナー会

2018年10月10日
（水） 清掃部門

品質開発部 部長 萩原 義浩
品質開発部は定期清掃を中心とした施工部門であり、日々知識と技術を高める努力を行ってお
ります。清掃技術は、従来のワックス管理から、高い品質を維持するためのコーティング管理へ
大きくシフトしてきております。
従来の管理から、日々綺麗を維持できる技術を強化する為、この度、10月10日に当社と志を共にするパー
トナー企業６社とさわやかパートナー会を開催し、今後の取組みについて情報共有を行いました。
新しい技術を共に取り組める同志であり、お客様の為に何が出来るかを一緒に考えることで、安定したサー
ビスの提供に取り組んで参ります。
トイレに特化した、エデルステインコーティングと床面のガラスコーティング・ウレタンコーティングを
中心とした施工体制強化を進め、お客様の建物に応じた御提案が出来るよう取り組んで参ります。
◀懇親会も大いに盛り
上がりました。

◀皆様に熱い！ 自己
紹介をしていただ
きました。

▶真剣に情報共有をしています。
▲清掃を革新するコーティング施工を皆で頑張るぞ! ! オー! !
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さわやか

2018年10月17日
（水） 設備部門

コールセンター 樋田 征樹
皆様こんにちは。10月17日に普段から当社の業務にご協力をいただいている設備関連のパー
トナー企業にお集まりいただき、「さわやかパートナー会」の設備部門を開催いたしました。
今回は、設備関連のパートナー企業の中から給排水関係、空調関係を中心に10社15名の方に
お集まりいただきました。
パートナー会では、各社の得意分野の紹介や近況報告、関根社長から「さわやかパートナー会の趣旨とビジョ
ン30への挑戦」と題して当社の成り立ち、理念、５Ｓの取り組み等をお話しいただき、照井取締役と樋田よ
り設備関連の当社の取り組みについて紹介させていただきました。懇親会は当社社員も加わり普段とは違っ
た良いコミュニケーションの場となりました。
今回、お集まりいただいたパートナー企業は当社の理念に共感いただき、今後の当社の取り組みにご協力
いただけると確信しています。給排水、空調関係は緊急の案件も多く、パートナー企業と緊密な連携が必須
となります。今回のパートナー会を通して、お客様の建物を守る為にパートナー企業も含めて、今まで以上
に強固な体制を築いていけるよう取り組んで参ります。

▲社員食堂「LA SANTE」での
楽しい懇親会。

▲各社の得意分野を
アピール！

◀給排水・空調関係のパートナー
企業に参集いただいた
「さわやかパートナー会」

▲チームSNBでお客様の建物を守る為にがんばるぞ! !
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小江戸川越ホスピタリティ塾
平成30年9月13日（木） ウェスタ川越
専務取締役 浅見 一廣
江戸情緒あふれる蔵造りの街並みが大人気で、年間660万を超える観光客が訪れる「小江戸川
越」。その地にホスピタリティを根付かせたいとの想いから「小江戸川越ホスピタリティ塾」を
立ち上げました。発起人のシンワ・スポーツ・サービスの江守哲也さんからお誘いを受け、僭越
ながら事務局をお手伝いしております。
この塾は、ホスピタリティの第一人者である「高野登さん」から本物のホスピタリティを学ぶことで、感
性を磨き自分自身（組織）の「在り方」を育むことを目的としています。また継続的に活動する中で、かかわ
る方々がひとつのコミュニティとして、ホスピタリティをキーワードとして「その輪」が広がっていくよう
な塾でありたいと考えています。
記念すべき第１回目の勉強会を９月13日（木）にウェスタ川越で開催することができました。150名を超え
る参加者の皆さんと、高野登さんの著書でもある「サービスを超える瞬間」をテーマにホスピタリティの原
点を学びました。
「一流というのは練習量が違う、練習量は裏切らない」、
「サービスとホスピタリティの違い」、
「人生を企てる」など多くの学びと気付きがあり、大盛況で終えることができました。ご参加いただいた皆様
に、心より感謝申し上げます。
また、ご興味のある方は是非お声掛けください。一緒にホスピタリティの輪を広げませんか! !

【高野登さんのプロフィール】
1953年５月長野県生まれ。
プリンスホテルスクール卒業後、21歳でニュー
ヨークに渡り数々の名門ホテルを経てリッツ・
カールトンへ移籍。
94年にリッツ・カールトン日本支社長として
帰国し大阪・東京の開業をサポート。
2010年人とホスピタリティ研究所を設立し、
リーダーシップ、人材育成、組織活性化の研修
やセミナーを開催。
世界におけるホスピタリティの第一人者。
ベストセラー「サービスを超える瞬間」等、著
書多数。
▶
著書
「サービスを超える瞬間」

本番前

ポーズ」♡

◀運営チームは「ドヤ顔」で成功祈願
「ホントはドキドキ」

◀受付チームは「ハイ
笑顔の準備
18

舞台裏

講演会

熱誠あふれる講演をありがとうございました。

▲江守代表による開会宣言「LOVE川越」
“地域に根付いた継続性のある集いにしたい”

◀素晴らしい出会いと学びに感謝です。

交流会

◀川越胃腸病院望月院長から温かい
「応援メッセージ」

▼150名を超える参加者。熱心に耳を傾けます。

▼乾杯の音頭は我らが関根社長
「元気ですか! ! 」

「小江戸川越ホスピタリティ塾」
３つの
目 的

①リーダーとして感性を自ら磨く
②ホスピタリティあふれる人財の育成と組織づくりを
目指す

③ホスピタリティを地域へ発信する
【運営チーム】
代 表
江守 哲也
シンワ・スポーツ・サービス
副代表
小川
卓
川越胃腸病院 総務部長
監査役

浅見

一廣

新日本ビルサービス

３月の下旬を予定しています。
皆様からのアンケートに
お応えする「企画」を

取締役

専務取締役
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第２回の勉強会は、

準備しております。
ご期待下さい。

＜村田発條株式会社様＞
自動車、家電、建設機械等、あらゆる分野で使用
される「ばね」を製造されており、創業は西暦
1913年！
高度な技術で質・量とも世界トップクラスです。
製造工場内は写真撮影ができませんでしたが、
ドラマ「下町ロケット」の工場のようでした！

▶
野上様よりご講話
を頂きました。

平成30年10月19日（金）～20日（土）

社員研修旅行

実行委員長 渡邊 瑠偉
今年の社員研修旅行では村田発條株式会社様とココ・ファー
ム・ワイナリー様を訪問しました。初めての社員研修旅行で委
員長を務めさせて頂き不安もありましたが、皆様にご協力頂き
楽しい旅行になりました。那須どうぶつ王国では可愛い動物と
触れ合い佐野プレミアム・アウトレットではゆっくりショッピ
ングと、充実した２日間でした。

▲工場内を見学に
行きます。

昼食＜宇都宮餃子館＞

餃子のまち
宇都宮! !
美味し～い

＜那須どうぶつ王国＞

可愛い動物たちと触れ合い
癒されました♪

▼こんなに近くで触れ
合えます。
▼カピバラに触れます！

童心に返る
社員の面々♪
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宿泊＜かんすい苑覚楽＞

日本庭園のあるお家のような雰囲気でお料理もとっても
美味しく、サービス全般が素晴らしい旅館でした！

▼ウェルカムドリンク
（抹茶）
を頂きます。

▼入口ロビーで一休み。

▼みんなで頂きます！

◀一等賞の松延さん
スーパーファミコン
ミニを貰いました。

▲宴会の司会は池田さん、山下さん

◀社長賞
勝者町田さん

◀専務も挑戦です。

♪
パターゴルフ
入るかな？

▲同じく一等賞の原田さん
ブルーレイ機器を貰いました。

◀採れたてのブドウ
ジュースとワイン
絶品です！

特別支援学級の生徒の皆さまと教職員の皆さまが日々心を込めて管理、
製造されているブドウ畑とワインができるまでのお話を伺いました。
◀この急斜面を毎日登
り、生徒の皆さまは
ブドウ畑を管理され
ています。

＜ココ・ファーム・ワイナリー＞

▶
ワインの倉庫です。
▼素敵なテラスで美味しい
お料理頂きます！
▲専務取締役

池上様

◀社長賞を賭けて
じゃんけん大会 ！

＆
宴会！ ビンゴ
!!
ゴルフ大会

▲ワイン製造過程の説明を聞きます。

▲ブドウ畑の急斜面を登頂！
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第21回

さわやかハイキング
平成30年11月3日（土・文化の日）

ファシリティサービス部 伊藤 大貴
今年のさわやかハイキングは武蔵屋藤岡工場、ららん藤岡、富岡製糸場と群馬方面への日帰りバスツアー
となりました。前日の天気予報では曇の予報でしたが、当日は無事快晴となり11月にしてはとても気温も高
くお出かけ日和となりました。
武蔵屋藤岡工場では今年４月27日に竣工したばかりの新リネン工場も案内して頂き、普段見ることの出来
ない工場内を見学させて頂きました。富岡製糸場では世界遺産としても有名な工場をガイドの方々に案内し
て頂きました。日本を支えた製糸工場の歴史について短い時間ではありますが学ぶことが出来ました。
今回で21回目を迎えたさわやかハイキングですが、今年は11月３日文化の日が土曜日ということもあり
例年参加出来なかった方が多く出席してくださいました。

＜武蔵屋藤岡工場＞

藤岡工場の守護神
鬼瓦
（直幹瓦）
の前で

！
浅輪さん
！
大岡主任

▲2018年4月27日竣工
武蔵屋藤岡リネン工場

藤岡工場の5S実践を熱心
に見学するさわやか社員の
皆さん。

随所にイレクターの活用
で作業効率と品質が向上
しています! !
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◀須田常務より工場内を案内。

▲藤岡工場到着。

＜道の駅ららん藤岡＞

乾杯！

ミリー
の林さんファ

UC春日部

ザで
メルヘンプラ
!
!
大はしゃぎ

す! !

笑顔が溢れま

美味しい上州牛すき焼きに
大満足! !

◀ガイドさんより説明。

＜世界遺産・国宝 富岡製糸場＞

◀お富ちゃん

生涯青春! !

日本初の本格的な器械
製糸工場として日本の
近代化と絹産業の技術
革新に大きく寄与しま
した。
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イオンディライト株式会社

第４回 働きやすさ追求活動 取組み発表会
2018年11月15日
（木） 東京ビッグサイト

イオンディライト様は2014年から清掃品質標準化の取組みを開始し、更に「働きやすさ追求活動」とし
て「自ら考え、実行し、働きがいとやりがいのある職場」をつくるために職場のムリ・ムダ・ムラをなくし、
職場環境の改善に大きな成果を上げています。

◀
秋田美人の
伊藤さんと
濵田社長様

▲進化向上する働きやすさ追求活動に熱心に聴き入る会場の皆さん。

▲熱誠溢れる取組み発表! !
◀最優秀賞・東北支社「ハピクリ！ こまち」の皆様。

▲14組の働きやすさ追求活動取組み発表者の皆さまと濵田社長様。すばらしい笑顔と感動をありがとうございました ! !
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株式会社東日本環境アクセス様

「2018年度 サービス・安全フォーラム」開催! !
～私たちが目指す、より高いレベルのサービス・安全～
2018年11月15日（木）

▶
㈱東日本環境アクセス
代表取締役社長
梅原康義様によるオープン
スピーチ

取締役清掃事業本部長 鈴木 勉
都内ホテルにて株式会社東日本環境アクセス様の

◀会場風景

「サービス・安全フォーラム」に今年もオブザーバー
として参加させていただきました。梅原社長による
オープニングスピーチでは、安全とサービスとは何か、考え方、
姿勢、具体的な取組み事項についてスピーチがありました。
①常に安全を考える（お客様にケガをさせない・自分達もケガを
しない）

▼事業所表彰

◀意見交換会
皆様 楽 し く 懇 親 を
深めていました！

▶
常務取締役 橋本久様による
クロージングスピーチ

②労災は絶対に防がないといけない（労災ゼロ）
③“ご安全に”とはお互いに安全を誓い合うこと
④汚れた街は犯罪が起きやすい、我々は安全を高める役割を担う
⑤「声かけサポート運動」は何かお困りですかという声かけと共
に、犯罪抑止の一翼を担う
⑥“サービス”とは我々の仕事そのものである
⑦プロの視線から“お客様の視線”へ
⑧制服はシンボルであり“動くインフォメーション”である
⑨さすが環境アクセスと言われよう！
⑩今日のフォーラムをここの場に閉じ込めてはいけない、良いこ
とを自分の事業所に持ち帰って取り入れよう
梅原社長のスピーチには、JRグループの安全に対する非常に
高い意識と、サービス業である姿勢と考え方、全ての事業所に伝
わる熱い想いがありました。
また、取組み発表では５つの事業所（①西武事業所②池袋事業
所（赤羽班）③大宮事業所④町田事業所⑤巣鴨ビル事業所）から発
表がありました。５事業所共に一生懸命に発表する姿がとても素

▶梅原社長と橋本常務

晴らしかったです。真摯な態度が伝わってきました。その中で私
が印象に残ったものが、大宮事業所の「無事故に帰れる理由」を
考えるということです。事故が無く今日も無事自宅に帰れる理由
はどこにあったのか、事故をなくす視点とは逆からの発想で、
“○
○○してはいけない”という考えから“○○○すれば安全である”
という肯定の発想がありました。

◀島本部長 ！
スッキリです ！

特別講演では、JR東京総合病院 循環器内科主任医長・医療
安全管理室室長の杉下和郎先生から“各自の健康管理（生活習慣
病）”
“組織の安全管理”の講演。｢ムービー（各事業所の一人ひと
りの取組み）」も笑顔がありとても良かったです。
最後のクロージングスピーチでは、東大宮駅が最寄駅の橋本常
務から“働く人一人ひとりが主役、一人ひとりが変わる、ここに
留めることなく一人が12名に発信しよう！ ”と締めくくり、閉会、
意見交換会へと流れました。とても勉強になる有意義なフォーラ
ムに参加させていただきました。ありがとうございました。
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長野県経営品質協議会様ご来社

2018年
11月14日（水）
◀ウエル カ ム ボ ー ド 。

▼経営品質の同志として共に成長発展します! !
▲楽しいランチミーティング。
▼５Ｓ掲示板を熱心にご見学。

全国家事代行サービス協会様ご来社

2018年
11月28日（水）
◀ベアーズの高橋ゆき様より素敵な
メッセージを頂きました！

◀山田会長の
ご挨拶。

▶ビジョンツリーの
ご説明をする鈴木
本部長。
◀本社
社長室のご案内。

生涯青春! !
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埼玉中小企業家同友会 11月例会

さわやか社員教育とオンリーワンの構築

～社員の幸せを本気で考えてますか？ 社員と共に歩んだ25年～
2018年11月21日（水） 狭山市民会館
▶熱心に聴講する皆さん。
▼埼玉中小企業家同友会の皆さま、ありがとうございます! !

▲研修委員長・木下恒様の御ハガキ。

末日聖徒イエスキリスト教会様ご来社
◀室礼のご説明をする
神宮さん。

全国200ヶ所の教会施設の清掃革新と
ファシリティマネジメントを熱く語り
合いました! !

良き出逢いに ! !
心から感謝
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2018年
11月29日（木）

新日本グループ 5Sインストラクター養成講座
第１期 5S実践研修活動報告会＆修了証書授与式
平成30年9月25日（火） CSセンター
プロパティマネジメント事業部 SC運営部 桑原 和之
初めて新日本グループによる5Sインストラクター養成講座が行われ、５月１日よりスタートし、
毎月２回の講座が開催され、５月から９月まで計10回の講座が行われました。
今回の5S実践研修活動報告会では、外部のお客様にも参加頂き、5Sインストラクター養成講
座にて行われた講座の内容と、グループ会社である株式会社 武蔵屋 上尾工場で実施した実践現場研修の内
容報告をさせて頂きました。報告会後には、修了証の授与式が行われ新日本グループ 第１期5S実践インス
トラクターの修了生が誕生しました! !
国藤 弘晃
５Sインストラクター養成講座に参加させていただき、今までの５Sの考え方とはま
るっきり違くて驚きました。【整理・清掃・整頓】この３Sこそが根幹であり、その
中でも、整理の大切さを学びました。一人ひとりでは、小さなものしか出来ませんが、
皆で大きなものを作り出していきたいと思います。
縄野 智也
働く人のため（自分のために、皆のために）考働できる人間を目指し発信していきま
す！社内に足利流５Sを啓蒙するためにも、率先垂範します！
桑原 和之
第1期生として参加させて頂いた事で、5Sのスキルだけでなく、仕事の取り組み方や
物事に対する考え方等、多くの学びがありました。今後は、インストラクターとして
楽しみながら皆様にお伝えできればと思っています。
渡邉 純(ホワイトボードマスター)
整理・清掃・整頓・清潔・しつけという5Sの意義や目的を学ぶと同時に、5S活動を
進め得る源泉はやはり「自分のために、楽しく」に尽きることで、ガソリンがなけれ
ば車は走れないことと同様、楽しさがなければ創造や改善は進まないということを学
びました。自分自身が楽しく、そして、それが皆さんの楽しさに繋げられる活動を推
進していきたいと思います。
竹野谷 昇広
5Sインストラクター養成講座では、座学を中心に武蔵屋 上尾工場での実践や足利の
5S実践先進企業訪問も行われました。今ある仕事に対して、さらに良くなるための
気付きや楽しんで取り組む姿勢を学ぶことが出来ました。自分のために楽しむ5Sを
意識して活動を推進出来るよう取り組んでいきます! !
瀬間 秀也
5Sインストラクター講座が終わって、そこから私の5Sが始まったと感じています! !
これからも日々精進してまいります! !

▲活動報告発表! ! 「すばらしいっ! ! 」

▲修了証を片手に生涯青春! !
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第２期 新日本グループ5Sインストラクター養成講座
平成30年10月30日（火） 藤岡商工会議所
新日本ビルサービスから４名、武蔵屋３名の計７名、第２期生の新日本グループ5Sインストラクター養成
講座が藤岡商工会議所にて始まりました。計10回の講義で座学と武蔵屋藤岡工場での現場実践を行ないます。

▲開講式でご挨拶をする木村温彦先生。

感染対策清掃部
田中 千智
インストラクター養成講座
で勉強する貴重な機会を頂
いております。相手に分か
りやすく伝えるというのは
とても難しく、普段から考
えて話していないことを実
感しております。しっかり
と講座で学び、5Sの基本
はもちろん、社会人として
のスキルを磨いて自分の成
長 に 繋 が る よ う頑張りま
す! !

藤岡リネン工場
横田 萌
分からないことば
かりで、完全に手
探り状態ですが、
講座の回数を重ね
るうちに段々と理
解を深めていけた
らと思います。現
場での作業経験を
生かし、近い目線
での 5 S活動を行
えるように頑張り
ます。

ファシリティマネジメント
本部付 業務支援課長
大野 よしみ
インストラクター養成講座
も２回の講座が終了しまし
たが、人に伝える難しさを
身にしみながら体験してい
ます。10回の講座が終了
した時、自分がどのぐらい
考動→考働できる人に変わ
れるのか。成長を期待しな
がらみんなと楽しんで残り
の講座を頑張りたいと思い
ます。「やるぞ。オー！ 」

品質開発部
中村 聡
インストラクター養成講座
を受講させて頂いておりま
すが社内での活動の中で理
解していつもりであった5S
の定義や目的、それを人に
分かりやすく伝える事の難
しさを実感しております。
自分の中でしっかりと5S
を理解できていない事を痛
感しました。残りの受講で
出来る限り学び、自己の成
長を目指したいと思います。

藤岡ユニフォーム工場 鈴木 亭
私が初回の研修を通して1番に感じた事は、5Sとは？と聞かれた場
合に、整理・清掃・整頓・清潔・しつけと答える事しか出来ず、5S
の意味は？と聞かれた場合にハッキリ答える事が出来ず、なんとな
くの解答しか自分は出来ないんだ、5Sの言葉だけしか把握してお
らず、実践しようとしてもなんとなくのアクションしか自分は出来
ないんだと実感致しました。今後の意気込みとしては、研修を通し
て5Sの力を身に着けていく事と、人と話をする時に恥ずかしがらず、
目を見て対話できるようになれるよう力をつけていきたいと思いま
す。相手に5Sの説明をするにしても、目を見て話す事が出来なけ
れば意志も・意味も伝わりにくいのではないかと感じております。
まだ5Sインストラクター講座はスタートしたばかりですが、研修が
終わった後に成長したなと周りに感じ取って貰えるよう、努力して
行きたいと思いますので今後とも宜しくお願い申し上げます。
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埼玉営業部
足助 貴秀
第2期5Sインストラクター
講座を受講させて頂いてお
ります。この講座では自分
で物事を考えて相手に伝え
る時間があるのですが、人
に伝える事が想像以上に難
しく、毎回苦戦しています。
まずは5Sの基本を学んで
知識を身に付け、学んだこ
とを周りのメンバーにしっ
かり伝えられるよう頑張り
たいと思います。

上尾ユニフォームリネン工場
平野 圭一
今回、5Sインストラクター養
成講座受講にあたり、今まで
3S委員会で行動していた状況
とは異なり、インストラクター
として行動する為の講座です。
今後の業務を自分事と意識し、
実践現場実習においては、自身
の眼力と決断力を養い、気づき
の感覚を通常の業務に生かせる
様、若いメンバーと共に頑張り
ます。皆さん宜しくお願いしま
す。

第４回 足利流５Ｓサミット 2018
平成30年11月8日（木）～9日（金）

足利流５Ｓの手法を国内外に深く・広く・高くひろめよう！
足利市では、企業の成長と地域の活性化は人づくりからという観点で、
５Ｓ運動（整理・清掃・整頓・清潔・躾）の実践サポートしています。
全国に誇れる史跡足利学校のある町として「５Ｓのまち足利」を
国内外に向けて発信し、地域を元気にすることを目的に、
第４回足利流５Ｓサミットを開催いたします。

▲足利５Ｓ学校・校長の菊地歯車
（株）
社長菊地義典様ときむら５Ｓ実践舎
木村温彦先生。

▲オープニングセレモニー! !
会場 栃木県南地域地場産業センター

▶
300名を超える参加者で熱気にあふれる会場。
▶グループ会社㈱武蔵屋の渡邊陽さん・
渡邊純さん・瀬間秀也さん３人の、
堂々
たる発表に拍手 ！
「ワ
 キ汗、半端ないっす」のコメントに、
会場は…笑笑笑
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■5Sサミット懇親会

ニューミヤコホテル

ス！
ダンス！ ダン

▼５Ｓに国境なし。

生涯青春! !

▲
（株）
武蔵屋3人組
美味しい～

5S実践企業見学会

「おもてなし」の心を伝える５Ｓ活動。サービス業ならではの取組を実施。

▼店内バックヤードは
スッキリ！

▲部署ごとに改善取組
の説明中。
5S実践! ! 生涯青春! !
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◀整理とスペースの確保。

■㈱マルサン

従業員の仕事環境を見直し、５Ｓ活用して意識改革を目指す。
◀スッキリとしたオフィス。

■㈱Ｍハートプラン

◀納品物の仕分けの改善。

安全な職場づくり、職場スペースの拡大、生産性向上を図るべく５Ｓ改善を目指す。
◀道具の整理・整頓。

■㈲さくら精機

憩いのコーナー

さわやか広場
北本病院様竣工式

CEC経営塾ご来社（武蔵屋藤岡工場見学）

平成30年９月８日（土）

平成30年９月21日
（金）

博翔会会長小山博史様の
熱意あふれるごあいさつ。

ＣＥＣ経営室の皆様に、熱心に
武蔵屋藤岡工場をご見学頂きました。

株式会社ユーゴー様訪問

石坂産業株式会社様訪問

平成30年11月22日（木）

平成30年11月26日（月）

北関東最大のクリーニング企業、（株）ユーゴー様を訪問。
沼崎周平社長様ありがとうございます！！

環境経営のトップランナーとして進化向上する石坂産業（株）
の石坂典子社長様を囲んで生涯青春！！

蓮田マラソン参戦！！

新日本グループゴルフコンペ
平成30年９月11日（火）

平成30年11月24日（土）

ＳＮＢ精鋭６名で蓮田マラソンに参戦し、
全員完走
来年は３倍の参加を目指します。

紫カントリークラブすみれコース

!!

さあ、い

今年も快晴の中、新日本グループゴルフコンペ開催。
すばらしいグリーンにナイスショット！！生涯青春！！
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編集後記
12月、師走となり世の中が慌ただしい時期となりました。“平成”が来年４月末で終
わりになることから、「平成最後の」という言葉をよく聞く最近。私は平成４年生ま
れなので平成の世の中しか知りませんが、元号が変わる瞬間というものを初めて体験
する来年を楽しみにしていたりします。
毎年12月発行の社内報は行事目白押しの１冊となっています。芸術の秋、行楽の秋
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をみなさまにも感じていただければと思います。

(miki.c)

