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「夢をかたちに」

次回予告 プログラム：

本日のプログラム：

会長の時間 星　勝治 会長

本日は山本会頭の卓話が控えておりますので手短

に話したいと思います。

昨日テレビで大田区の町工場がこの厳しい現実を

どう乗り越えるか！と題し特集がありました。私

の会社は生ごみ機、ロボット、ＩＣタグ等の開発

ですのでこの不況に影響されないだろうと思って

いましたが私の会社も含め全ての産業が風評被害

のように影響を受けています。しかし努力を惜し

まず一生懸命頑張れば必ず道は拓けると信じてお

ります。この不況を皆さんと共に乗り切って行き

たいと思います。

以上です。

・２００９～２０１０年ＧＳリーダー派遣団募集

の案内がありました。

・国際大会の案内が来ております。今年度は６月

１９日からイギリスのバーミンガムで行われま

す。

・神戸国際囲碁大会の案内が来ております。

詳しくは幹事までお問合せ下さい。

以上です。

弓野 博司 ＳＡＡ委員長

幹事報告 鹿志村高道 幹事

出席報告 代理　小林委員長

会員数

36名 20名 16名 58.82％70.59％ 3名

出席 欠席 出席率 訂正 免除



本日も多くの方からニコニコＢＯＸへの

ご協力誠にありがとうございました

本日計 26,000円 累計額 790,000円
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山本会頭卓話宜しくお願い致します。
星　　勝治　鹿志村高道　小澤　　観
岩崎　敬次　小林　英典　白土仙三郎
弓野　博司　山縣　敏史

今年もよろしく。
佐藤　勝美

卓話やらせていただきます。
山本　忠安

職業奉仕の卓話宜しくお願いします。
宮本　尚彦　　高島　章行

佐藤さんお久しぶりです。
白石　満義　大森　孝之　石川　國博
川崎　健輔　木本　貴一　須田　　晃

今年初めての出席です、宜しくお願いします。
武藤　真一

今日オバマ大統領就任、米国の再生、復活に期待。
小山　高一

ニコニコＢＯＸ 白石委員長

委員会報告

須田会員 星会長

ロータリー財団委員会より須田会員が�
マルチポールハリスフェロー賞を受賞致しました。

新世代奉仕委員会　須田委員長

マルチポールハリスフェロー賞受賞

去年の秋に南ロータリーで支援致しましたミニバ

スケットの模様を「ロータリーの友」ロータリー・ア

ット・ワークに投稿致しました。4月以降に掲載にな

る予定です。

今日は卓話の時間をいただき誠にありがとうござ

います。先程星会長からありましたように大変厳し

い世の中になりまして、百年に一度というような景

気の中で皆さんご苦労なさっていると思います。私

も私なりに苦労しているところであります。ここの

ところテレビや新聞で皆さんに大変ご迷惑をかけ

ておりますのでその辺のことも後程お話をしたい

と思います。新年会でご挨拶申し上げたのですが朝

の来ない夜はない今回は多少長いかもしれません

が必ず朝は来ますのでがんばろうではないですか

と申し上げました。こういう時期ですから普段好況

の時にはできない事。事業もそうですが従業員の教

育であるとか仕事の見直しをする時期ではないの

か？来るべき好況にもそれが生きてくると思いま

す。それからいまひとつはダーウィンの進化論の中

で、強いものあるいは能力のあるものが生き延びる

のではない。時代の環境変化に対応できるものが生

き延びる。ガラパゴスの亀をみれば分かるように環

境に対応したものが生き残る。企業もそうなんじゃ

ないかという事です。言葉では簡単ですがどうやっ

て時代に適応するのかという事になると思います

が先日テレビで農業の株式会社が出ていて結構儲

かっているようで、ボーナス400万ももらった方が

いてやり方ですね。最近は余剰人員は農業や介護を

受け皿にしたらいいのではないかという話もあり

ますがこれも一つの考えだろうと思います。建設業

では介護に進出してきたところもありますが介護

だって私のところもやっておりますが大変厳しい。

今回報酬が３％上がりますが、前に２回も５％下げ

ているわけですからもとに戻しつつあるというと

ころで大変厳しい。中々運営できませんが今の事業

だけでやっているというのが非常に難しいのでは

ないかと思います。会議所で話したのですが例えば

製造業をとっても比較的、重電関係は忙しく特に日

立工場、山手工場は風力発電で忙しく原子力も忙し

いようです。国分工場、おおみか工場も忙しいよう

ですが一方量産の多賀工場やひたちなか地区の佐

和工場は自動車関係ですので非常に厳しく、

本日のプログラム：クラブフォーラム

山本　忠安　会員



量産関係は難しいようです。ですから時代の変化に

呼応する為には量産工場は非量産工場に転換する

必要があるのかなと思います。そういうための準備

を今からする、設備・人間色々ありますから簡単で

は有りませんがそっちの方向にきりかえて行く、そ

れが２１世紀を生きる道ではないか？そういう意

味では会議所も、産業支援センターも、茨城大学工

学部も一緒になって対応して行かなければならな

いだろうとお話させていただきました。さはさりな

んそんなに簡単に行くわけではないので皆さんと

一諸に知恵を出しあって行こうではないかという

事でした。会議所の状況についてはお配りした資料

に２０年度の事業が載っておりますが申し上げた

いのは企業についても会議所についても大事なの

は人づくりだという事です。人づくりと地産地消を

提唱しておりますが私の言う地産地消は農産物や

水産物を地元で消費しようという事だけではなく

工業関係、日立グループが発注する仕事を是非地元

に発注して欲しいという事が私の最大の狙いなの

です。これは製造業だけではなく商業も地元の商店

で商品を買って欲しい、水産物も飲食についてもで

きるだけ地元で地元のものをお店で買ってほしい

という事す。昨日天地閣でブライダル産業振興会と

いう会があったのですがこれなど正にそうで私も

始めて知ったのですが日立で年間1,000組の婚姻届

が出ると日立市内で披露宴をやったのが300組だと

云うのです。少ないとは思ってましたが300組が市

内で市外では400組の実績がありその他は披露宴を

しないのかもしれませんが世の中随分変わったの

か、市民意識が低下したのか、若い人達の意識が変

わったのかいずれにせよ変化に対応し地元ででき

るものは地元で消化してゆくというのが本来の姿

ではないかと提唱してきました。人づくりのお話で

すが色々事業をやってきますととどのつまりは人

です。６・７年前から工業関係の事業所で日立工業

生の実習をしてもらっておりました。年に３日から

４日だったのですがその次にデュアルシステムと

いって企業・学校・家庭で助成しようではないか日

立は工業都市ですのでものづくりにみんなで関心

をもってもらい地元の学校を出た人は地元の企業

100％就職できるそういう風にできればしたいとデ

ュアルシステムを始めましたがこちらも４・５年実

施しております。その後高校だけではなく小中学校

生にも関心をもってもらいたいと２・３年になりま

すが教育委員会と一緒になって職業探検少年団と

いうのをはじめました。今のところ１０団体ですが

商工業、農業、漁業、その他ＩＴや介護まで含めた団

体ができまして職業に対する意識をこどもたち、学

校、家庭を含めてもってもらおうという事で小中高

大学まで今年か来年にはやりたいと思っておりま

す。今年10月には技能五輪が茨城で行われ特に日立

でものづくりは日立でやる事になっており着々と

準備しております。また技能五輪は職業技能のレベ

ルアップという事で国がやっておりましたが日立

事業所が金メダルを取ったことを知りお祝いをし

たのですが非常に喜ばれました。そういう事で今後

とも続けてゆきたいと思います。そういった一連の

人づくりについては思いがけず文部科学省から表

彰を受けました。今後は日立工業を中心とした人づ

くりをもっと拡げようとしております。県北の工業

高校を中心としたデュアルシステムを発展する為、

文部科学省と経済産業省が一諸に補助金を出して

くれる事になりました。そこで一番気がかりなのは

会員である小山さんです。学校とこどもたちと職場

のコーディネーターとしてうまく結びつけて興味

をもたせるという事で樫村さんと共に南クラブか

らは３名の内２名の方が参加しております。いかに

当クラブは人材が豊富かという事が分かると思い

ます。機会がありましたら小山さんからお話いただ

けると面白いと思いますが色々勉強になる事があ

ります。鮮明に憶えている事で父兄のお話ですが自

分の息子を日立工業のデュアルシステムをやらせ

る為に日立工業に入れたというのです。実は水戸の

高校に入れるために水戸で勉強させていたがこの

システムの記事を新聞でみて日立工業に入れたと

いう話を聞き非常に涙が出るほど嬉しく思いまし

た。本当に父兄からも子供が変わったという話を聞

きます。学校や家庭では教えられない礼儀も職場で

は教えられるという事で素晴らしい教育ではない

かと思っております。そのほか地魚倶楽部という事

業もあり捨てていた魚を使って料理を作り提供す

るという事業でこれからではありますが組合を作

り補助金を当てにしないでスタートした事業でし

たが市長が300万予算を付けてくれました。かげな

がら感謝しております。さくらシティについては昨

年10月閉鎖になり東奔西走しましたが中々うまく

いきません。一番の心配はあれが競売になることで

す。実は今の所有者はエヌ・シー・シーというファン

ドでその他運営の会社が絡んでおりましたがうま

くいってないと思ったところにリーマンブラザー

スが１９億投資していたところに倒産してしまい

死期を早めてしまいました。競売になると一括競売

になりどこに売られるかわからないしとんでもな

いものを作られる可能性もあり、また決まるまで

４・５年かかるでしょうから管理上の問題もあり会

議所としてもどうにかしなければならないと思っ

ております。一番いいのは会議所が買えば良いので

しょうが会議所にはお金も無いですし会議所法で

もそのような事ができませんので苦肉の策として

役員を中心とした合同会社「街づくり日立」という

ものを作り競売できないようにあそこだけ分離し

て抑えようとしております。権利はリーマンと三菱

ＵＦＪが持っておりますのでその権利を買い、売れ

ないようにして後で市や民間の企業に買ってもら

おうとしております。その件でＮＨＫが突然私のと

ころに来てその翌日にはテレビにでてしまい、大騒

ぎになってしまいご迷惑をおかけしてしまいまし

たが結論は２０枚案内をお持ちしたのはあそこの

灯を消さない為にご協力いただきたいという事で

す。ご拝聴ありがとうございました。


