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第 2078 回例会 3 月 3 日（木） 

於・例会場 PM12：30～ 
○点鐘                    川崎会長 

○国歌斉唱 

○ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

○四つのテスト唱和 

○ニコニコ BOX              山崎委員長 

・坂本会員 「息子雄大がメルボルンのディキン大学に行く

ことが決まりました．ありがとうございまし

た．」 

○出席報告                   海老澤委員長 

日 付 出席 欠席 メイク 出席率 天気 

3 月 3 日 24 8 3 87.10% 晴 

○委員会報告 

★雑誌委員会                 郡司委員 

「ロータリーの友」3 月号の注目記事を紹介します．3 月は

「水と衛生月間」でうｓ．ヨコ 3 ページに RI 指定記事とし

て「身をもって示す方が言葉で伝える教訓よりはるかに伝わ

る」と RI 会長メッセージが掲載されております．ヨコ 10 ペ

ージに特集記事として「子どもたち，若い人たちが夢を持て

る未来のために②」として水戸 RC のベトナムでの奉仕活動

が掲載されております．ヨコ 12 ページから 17 ページに「あ

れから 5 年…」のタイトルで「ロータリー希望の風募金」が

紹介されています．ヨコ 18 ページから 21 ページに「水と衛

生」のタイトルで国内・海外においてきれいな水を得るため

の奉仕活動が掲載されています．ヨコ 22 ページから 25 ペー

ジに「RI 会長エレクト ジョン F ジャーム氏に聞く」の記

事が掲載されています．ヨコ 45 ページに「2017 年，ロータ

リーは 100 年を迎えます」の記事が掲載されています．タテ

4 ページから 8 ページに「人は自然災害とどう向き合うか」

のテーマで IM でのスピーチが掲載されています．タテ 22

ページから 31 ページまでロータリー・アット・ワークとし

て，豊富な奉仕活動の情報が掲載されています．2820 地区で

は，牛久 RC の「一家に一本救急ボトル」，結城 RC の「健康

の森フェスティバル」，高萩 RC の「創立 45 周年記念 国井

美香リサイタル」が掲載されています． 

○幹事報告                 土子副幹事 

・幹事メモの報告 

○卓話「大洗に来て…そしてこれから…」    成瀬会員 

               友情出演 

 

 

 

 

 

 

 

 

就任式時の成瀬会員   離任式時の上村前会員 

 

2012 年 6 月 21 日に前任の上村さんから社長交代でこちらに

やってきました．前々日におこなわれた離任式でスピーチを

する肩の荷を降ろしてホッとする上村さんに比べて私は会社

を再建できるか不安満杯でした．最初に会社の目的を「事業

を通じて健全な社会の問題解決に貢献する」と再定義し,NFD

（日本核燃料開発株式会社）は「Power the Future 卓越し

た材料研究への挑戦を通して人類の未来を拓きます」をコー

ポレートスローガン＊1としました．そのコーポレートスロー

ガンを達成するためには，顧客（価値）の創造が重要で，顧

客が減ることで，利益が減り，給料が出ないということに陥

ってしまえば企業の存続意味はありません．そのためには儲

けを追求して必要以上の規模拡大をしないことが重要となり

ます．そのためマーケティング＊2における顧客の問題把握，

販売とイノベーション＊3によってあるべき姿に近づくブレー

クスルー＊4を循環させることが重要です．そして弊社の基本

理念を制定しました．企業理念を「日本核燃料開発株式会社

（NFD）は，夢を描き，創造力を高め，技術を磨いて，原子

力材料研究に挑戦し続け，豊かな社会の発展に貢献します．」，

安全理念を「安全の確保は会社運営の基本であり，当社が地

域社会に受け入れられる前提であると共に当社で働く従業員

の健康と幸福を守る基盤である．」としました．個人，チーム，

部門から成り立っている会社は組織であり，「組織」の目的を

達成するためには経営資源を効率的，効果的に活用すること

が必要です．人，物，金，情報，時間，空間，技術，知識か

ら成り立つ経営資源を仕事を通して得た体験や知識を通じて

目的を達成するまで一つ一つの工程を進め，成果，実績とい

う目的を達成させることです．会社運営の基本は PDGA とい 
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うマネジメントプロセス/サイクルを好循環させることだと

思います．理念，ビジョン/戦略，目標，予算などから計画を

作り（Plan），開発，生産，人材育成などを実施，実行して（Do），

Plan と Do のギャップを点検，評価し（Check），変革・革新

によるギャップの改善すること（Action）を循環させること

が重要なのです．そのため私は従業員に語りかけます．「私は

9000 本以上のシュートをミスした．300 の試合に負けた．ウ

イニングショットを 26 回はずした．私は生涯の中で何度も，

何度も，何度も，失敗を繰り返してきた．」「それが私の成功

の理由だ．」とマイケル・ジョーダンはいいました．「失敗を

恐れるな！失敗から学べ！」ということが大切であると．ま

た，ウィンストン・チャーチルはこのように語っています．

「We make a living by what we get. We make a life by 

what we give.（人は得るもので生計を立てる．人は与えるも

ので人生を築く）」と．人生の価値は金や地位ではないのです．

世界で初めて無農薬・無施肥のリンゴの栽培に成功したりん

ご農家の木村秋則さんはいいます．“「壁”は自分が作ってい

る（必ず答えがある）」と．「まず，自分から変われ！！」で

す．さて，4 年前にこちらに赴任してきたときに私も「ゴル

フ中期計画（Plan）をたて実施（Do）してまいりました．個

人目標は残念ながら未達です．(-_-;)そして 6 月の社長交代を

迎えようとしています．その後私は故郷の山梨に引っ越しま

す．前任の上村さんも山梨の北杜市に住まれていますが，私

は甲府市の隣の甲斐市というところです．末永くよろしくお

願いします． 

＊の説明 

*1 企業文化を高め顧客をはじめとする関係者や企業，社会

とよりよい関係を築くことを目的として理念を明確で親

しみやすい言葉であらわすこと 
＊2「顧客が真に求める商品やサービスを作り，その情報を

届け，顧客がその価値を効果的に得られるようにする」

ための概念 
＊3それまでのモノ・仕組みなどに対して全く新しい技術や

考え方を取り入れて新たな価値を生み出して社会的に大

きな変化を起こすこと 
＊4進歩，前進，それまで障壁となっていた事象の突破 

 

 

第 2080 回例会 3 月 10 日（木） 

於・かま家 PM18：00～ 

○幹事報告                  飛田幹事 

・幹事メモの報告 

○委員会報告 

★米山カウンセラー              田口会員 

2 月 28 日，米山記念奨学生期間終了式に出席，倉沢ガバナー

はじめとする本部役員，茨城大学，筑波大学，流通経済大学，

東京芸術大学の先生方，米山学友会学友の参加も得て，滞り

なく終了いたしました．但し，大洗クラブ担当のウボチ ソ

ロモン奨学生の出席は予定通りありませんでした．また，ナ

イジェリアからの他の 2 人の奨学生も欠席でした．実は，ソ

ロモン奨学生から，1 月 7 日に，概要以下のとおりのメモを

受け取りました．メモはコピーを川崎会長，菊池委員長に提

出．①卒業前の身勝手な行動にとられかねないが自分にとっ

て目的達成に必要な行動です．②帰国の理由は二つです．一

つは若者向けのサービスに公式に登録すること，二つ目は博

士課程に進学することに備えてナイジェリアで，研究に必要

データを集めたいということです．③1 月 15 日より 2 月末ご

ろまで約 7 週間の予定です．上記により当クラブでは余裕を

見て，3 月 17 日ソロモン奨学生の卓話と米山記念奨学生期間

終了式を菊池委員長にも出席願って執り行える予定を組んで

おります．2 月 29 日，ソロモン奨学生から電話が入りました

ので，帰ってきたかと思ったのですがまだ，アフリカにいる

とのことでした．3月17日出席の確約はまだとれていません．

ソロモン奨学生に対する大洗世話クラブの皆様の温かいご支

持，御後援をお願い申し上げます． 

【追記】3 月 11 日，ソロモン奨学生からかかってきた電話に

電話をかけると通じました．3 月 17 日の例会に出席できると

いうことでした． 

○社会奉仕フォーラム 

 
今年開校する大洗南小学校へのベンチ寄贈の件についてが議

題． 

2/25（金）に川崎・飛田・湯浅の三人が大洗町教育委員会を

訪れ相談した結果 

・ベンチ設置に関しては決定権限は学校側にあり，教育委員

会側の独断で決定することはできない． 

・4/1 に校長以下の新しい体制が決まってしばらくしないと学

校側も判断できないだろう． 

・それ以降，決定があれば教育委員会側から連絡する． 

とのこと． 

報告ののち 

・学校側の決定を待つのでは遅くなってしまう可能性がある

ため現物設置に先立ち目録贈呈で式典を行う． 

提案がなされた． 

それに対し， 

・以前大洗一中への寄贈を行った際は同じく新体制決定後だ

ったが，4/1 以降すぐに予定が決まった．今回も同様にいく

可能性が高い． 

・目録贈呈では目録を紛失してしまう可能性がある． 

などの意見が出された． 

今回は社会奉仕・職業奉仕・国際奉仕・青少年奉仕の合同プ

ロジェクトを立ち上げているので決定はプロジェクト内部で

行い，事後にロータリークラブへの報告を行うのがよいとの

決定がなされた． 

【報告者 湯浅社会奉仕委員長】 

 

四つのテスト 1 真実かどうか 2 みんなに公平か 3 好意と友情を深めるか 4 みんなのためになるかどうか

会報委員会    中川 潤一  猿田 昌平  土子 吉久 

 

前 回 の 例 会 報 告 


