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国際ロータリー2014～15 年度会長 ゲイリー C.K. ホァン 

  

第 2639 回例会 平成 27 年 1 月 16 日（金） 
◇ 月初めのお願い 

・出席奨励・退会防止委員会  渡辺 孝 会員 

１２月の出席率は１００％でした。下半期も頑張って出席しましょう。他クラブ、委員会

へのメーキャップも活用されることをお勧めします。 

・Ｓ．Ａ．Ａ．（正）   佐久間 高直 会員 

明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。あと半年、みんな

で一生懸命頑張りますのでよろしくお願いいたします。 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

◇ ロータリーソング    我らの生業 
◇ 四つのテスト      小寺 真澄 会員 

◇ お客様 

成田コスモポリタンロータリークラブ 

小堀 陽史 様 

◇ 誕生日 

≪１月≫ 

大木健弥会員（S19.1.2）、 

大澤浩一会員（S23.1.17） 

山田真幸会員（S25.1.10） 

浅野正博会員（S48.1.11） 

≪１２月≫石指雅啓会員（S32.12.25） 

八田光雄会員（S44.12.1） 

◇ 結婚記念日 

≪１月≫山田真幸会員（S54.1.25） 

≪11月≫石指雅啓会員（S57.11.14） 

◇ ニコニコボックス 

小寺 真澄 会員：先ほど渡辺会員からお話がありましたが、私が

委員長になって始めての出席率 100％です。２つ目に年末年始、妻

とイタリアへ行ってきました。３つ目、忘年ゴルフで大波小波賞を

いただきました。全部合わせてニコニコいたします。 

吉田 稔 会員：夏の屋形船をはじめ移動例会で皆様のお世話にな

った長女が１１日に男の子を出産いたしました。わたしにとって、

初孫です。しかし、出産当日に体調不良により緊急入院、そして手

術。赤ちゃんは、仮死状態。一時は、母子ともに大変危険な状態で

した。おかげさまで、現在は母子ともに回復し元気になりました。

名前は、長女夫婦で決めました。悠々自適の“悠”に成田の“成”



2 

で．．．悠成（ゆうせい）といいます。偶然にも、成田の成の字をいただきました。成田と

ともに、成長してほしいものです。 

 
◇ 会長挨拶   松田 泰長 会長 

皆さんこんにちは。 

成田コスモポリタンの小堀さん、ようこそお越し下さいました。ゆっくりお楽しみ下さ

い。 

先週の新年例会にはたくさんの出席をいただきロータリー年度の下期がスタートしまし

た。例会前に開かれた理事役員会で会計の小柳さんから上期予算の報告があり、細かい科

目調整は必要としても総枠において問題なく推移していることが確認されました。その中

で皆さんから親睦移動例会で参加費としていただいている臨時会費が年間予算に対して

140 万円程多くなっており、当然として親睦支出も多くなっています。予算作成にあたっ

ては過去の実績を基に編成しましたが、この収入の部の増加は 6 月年度末には 200 万円を

超えると思われます。この現象は多くの企画行事に参加する皆さんの総数が増えているこ

とが現れており、活性化そのものです。そして各委員会活動ですがこれを数字上から見る

ときに委員会開催費と実行費とに分けて見る必要があり、特に委員会開催費が殆ど計上さ

れていません。しかし毎週例会の前後に多くの委員会が開催され、又メールが多く使われ

ていることなど、短時間で効率の良い委員会開催であると思っています。上期の反省点と

してこの委員会開催通知をもう一度徹底してください。そして審議結果を会員への発信の

前に委員全員の共有情報としてもらえるようにお願いします。 

 さて、今月 1月は「ロータリー理解」月間です。 

「ロータリー」、皆さんロータリアン以外の人にロータリーって何？と聞かれたときどの様

に答えますか。ポールハリス、職業奉仕、社会奉仕、4つのテスト、様々な奉仕活動、等々

切口はたくさんあると思いますが、1976 年に RI 理事会がロータリーの定義をこのように

決議しています。 

「ロータリーは、人道的な奉仕を行い、あらゆる職業において高度の道徳的水準を守るこ

とを推奨し、かつ世界における親善と平和の確立に寄与することを目指した、事業および

専門職務に携わる指導者が世界的に結びあった団体である」 

この定義のもと今の「ロータリーの目的」旧綱領があり、ＲＩ定款・細則、クラブ定款・

細則が定められ、世界中のロータリアンがロータリーの目的に向けた活動をしています。 

ロータリーの目的の前文に「奉仕の理想」という耳慣れた言葉があります。 

“Ideal of Service”が直訳された言葉ですが、原語と日本語との相違とアメリカに於い

ても“Service”の意味するところが当時と今ではちがって来ているようです。 

この「奉仕の理想」について皆さんそれぞれに考えてみて下

さい、理想はそれぞれ個人が抱き考えるところで、ロータリ

ーでは「多様性」として尊重しています。前向きなロータリ

アンの集まりがロータリーとして「奉仕の理想」に近づくこ

ととなります。 

当クラブでは独自の研修もスタートしています、又、地区の

ＲＬＩも今年度の参加募集を始めています。何れの場合でも

この原点を確認していれば理解がし易いと思います。 
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◇ 表 彰 

・米山功労者 

諸岡靖彦会員 第７回マルチプル 

・ポールハリスフェロー 

佐瀬和年会員３回目 

高橋晋会員２回目 

 

◇ 委員会報告 

・クラブ広報委員会    矢島 紀昭 リーダー 

ロータリーの友 縦読み３２ページをご覧ください。 

「我がクラブの同好会」 上田ロータリークラブ第 2600地区 長野県

の記事です。・・・・・ 

我がクラブには７つの同好会があります。①日本酒・釣りを楽しむ

会、・釣り魚グルメの会②川柳の集い③ワインを楽しむ会④カラオケ同好会⑤囲碁同好会⑥

そばを食べる会⑦旅行研究会です。そのうちの多くは１０年以上続いています。・・・ 

とあります。我が成田ロータリークラブでもゴルフ同好会が年に２回、

釣りが年に１、２回、囲碁同好会は随時行われております。今後とも

会員相互の親睦とクラブの活性化として継続していただければ幸い

かなと思います。 

・クラブ管理運営委員会   吉田 稔 会員 

石橋委員長に変わりまして、ご案内します。来週 23 日、例会終了後

に委員会を行います。プログラム、クラブ会報、親睦、RF。 

来月 26日新酒を楽しむ会 昨年に引き続き行いますので、多くの参加

をお願いします。 

・米山記念奨学委員会   長原 正夫 委員長 

一括、積立の両方で寄付をいただきました。 

米山寄付者 堀口路加会員、神﨑誠会員 

引き続きご協力お願いします 

・長期計画（CLP）委員会   諸岡 靖彦 副リーダー 

例会終了後、ちどりで委員会を行います。関係者の方、よろしくお願

いします。 

・医療情報    橘 昌孝 会員 

２つほどお話させていただきます。今週は物凄い勢いでインフルエ

ンザが流行っております。火曜日は午前中しか診察しないのですが、

１１人の検査をし、７名がインフルエンザＡ型でした。水曜日には午

前と午後１人ずつ、今日も午前中２人出ています。今日、近くに座ら

れた会員の方から「おれは予防接種をしているのになんでかかるん

だ？」と言われました。それは当然です！何故かというと予防する努

力が足りないのです。誤解のないように申し上げておきますが、うがい、手洗いをしっか

りし、人混みではマスクをしないとインフルエンザにはかかります。ただし、症状が軽く

済みます。二つ目です。昨日、嵐の中を千葉まで今年の杉花粉の飛び具合を聞いてきまし

た。木更津、船橋、富里のデーターが出ておりましたが、この近辺は船橋の 1．5倍飛ぶそ
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うです。自分に杉花粉症があるかどうか調べて、花粉に対する症状が強いのであれば今か

ら薬を飲むことをお勧めします。そうしますと症状が軽くて済みます。十分ご理解いただ

き、治療される方は早めに薬を飲み始めましょう。 

 
◇ 幹事報告   佐瀬 和年 会長エレクト 

≪回覧≫ 

・例会変更 

成田コスモポリタンＲＣ 

・週報 

成田コスモポリタン、印西、旭各ＲＣ 

・ちば里山センター ちば里山新聞４２号 

・成田市社会福祉協議会広報誌 福祉なりた 

・交通遺児育英会 君とつばさ 第３１７号 

・茂原中央 ABCゴルフ いすみコース 招待券 

・成田市国際交流協会より NEWSLETTER１月号 

・年賀状 

・新酒を楽しむ会の出欠表 

≪連絡≫ 

・1月のレート １１８円 

 

◇ 卓話 

「私の生い立ちと成田空港、羽田空港、そしてこれから」 

鈴木 敏道 会員／日本空港ビルデング株式会社  

日本空港ビルデング株式会社の鈴木敏道でございます。昨

年１０月１０日に成田ロータリークラブに入会させていた

だき、３カ月が経ちました。最初は、ロータリークラブの

ことが良く分からず、とまどいもありましたが、会長をは

じめ皆様方からの、丁寧なご説明やお声掛けさらには宴会

での手厚いご指導など、大変よくして頂きまして、ようや

くロータリーの門をくぐったかなと感じています。今後も

ロータリークラブのことを学びながら、クラブの活動に少

しでも貢献できればと考えております。 

 

 さて、本日は、卓話の時間を頂戴いたしました。皆様の貴重な時間をいただき、お話さ

せていただくことについて何をお話させていただければ良いのか、正直迷いましたが、私

という人間を理解していただくためにも、自分のこれまでの生い立ちと自分が選択した仕

事場である空港についてお話をさせていただこうと考えました。テーマは「私の生い立ち、

成田空港、羽田空港、そしてこれから」です。 

 

さて、私は成田市の南側にある芝山町の出身であります。昭和３５年２月生まれ、来月

には５５歳になります。実は、高校を卒業したのが、昭和５３年３月、成田空港開港の年

であり、私の家が空港から約１０キロということから、私の小学校から高校の学生時代は、
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成田空港の建設時期とオーバーラップし、小さな頃から、空港の反対運動などを目の当た

りにしながら、成長してきました。成田空港に関わる歴史は、皆様よくご承知で、今更、

私が説明するまでもないとは思いますが、最近、よく耳にする「歴史認識」ではないです

が、一緒に振り返っていただければと思います。 

成田空港は、今から４９年前の昭和４１年７月に成田空港の前身である新東京国際空港

建設が政府で閣議決定され、同月に新東京国際空港公団が設立されました。私は、この時、

６歳、同級生は２７名の１クラスしかない家の近所の小さな千代田小学校に入学しました。 

成田空港の建設がこの地に決定された経緯については、ＮＡＡ成田国際空港株式会社の

資料を改めて確認しますと、当時、航空需要が年々増大を続け、国内線、国際線を取り扱

っていた羽田空港は、昭和４５年ごろには限界に達すると、現在の国土交通省の前身であ

る運輸省は予測し、昭和３０年ごろから、対応策の検討を開始しました。初期の段階では、

新空港の設置候補としては、千葉県の浦安沖、印旛沼、茨城県の霞ケ浦周辺などいくつか

候補があったそうですが、昭和４０年に立地や空域などを考慮しつつ、審議会や大蔵省な

ど関係省庁などとの議論を経て新空港の位置は富里村と決定されました。 

しかしながら、千葉県との調整が難航し、富里村の反対運動も激しかったことから、政

府では位置についての再検討が行われ、国有地である下総御料牧場や県有地を最大限活用

でき、新空港としての立地性も問題のない、現在の空港の位置である三里塚案に計画を変

更し、政府は千葉県に提示し、その了承をもって、昭和４１年に閣議で決定されました。

当初の基本計画では、昭和４５年度末までに滑走路１本とターミナルビルなど諸施設を先

に完成・供用し、その他の横風用を含めた２本の滑走路は昭和４８年度末を目途としたそ

うです。 

この後は、皆様ご承知のとおり、三里塚と芝山に空港設置反対同盟が結成され、激しい

反対運動が繰り広げられました。私の町、芝山町では、条件賛成派と反対派で二分され、

混迷を極めました。特に空港に近い、菱田、岩山地区では反対運動が激しく、距離のある

二川地区は条件賛成派が多いという図式でした。私の家は、その中間である千代田地区に

位置し、賛成派と反対派がおよそ半々でした。 

昭和４６年に土地の収用代執行が行われましたが、そのころの反対運動が極めて激しか

ったと記憶しています。当時、私は小学校５年生でしたが、反対闘争があると、私の同級

生の半分ぐらいが学校を休み、「少年行動隊」として参加していました。夜、家のテレビで

ニュースを見ていたら、同級生が激しい反対運動のデモの中にいて、衝撃を受けたのを今

でも記憶しています。そして東峰十字路事件では、警察官が３人殉職するという悲劇的な

事件なども発生し、私は小学生ながら、大きな衝撃を受けたことを覚えています。 

そして、さまざまな事件も発生し、難行を極めた空港建設も一期工事が完成し、開港は

昭和５３年３月に決定されました。私は、この年の３月に高校を卒業しました。成田とは

同じ「成る」の字が付きますが、太平洋側の成東高校を卒業しました。開港予定日は３月

３０日でしたが、その４日前の２６日午後に過激派の管制塔乱入事件が発生し、開港は延

期を余儀なくされました。 

当日、私は空港周辺で路線バスに乗っていたのですが、空港はものものしい雰囲気に包

まれ、その事実を知ったときは、大変驚きました。 

開港は、５月２０日に延期されましたが、開港に際して、当時の福永運輸大臣が新空港

の将来に期待を込めて述べた「難産の子は健やかに育つ」は有名な言葉として残っていま

す。 

その後、成田空港は発展を続け、昨年末には累計の利用客が９億人を超えたこと、施設

も増強され、本年にはＬＣＣ専用ターミナルが開業し、さらには、第３滑走路の建設推進
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について議論が進んでいることなど、隔世の感があります。改めて、ロータリークラブの

メンバーでもいらっしゃいますが、ＮＡＡ成田空港株式会社はじめ関係する機関や会社の

皆様、そしてこれを支える地域の方々に敬意を表します。 

さて、私は、開港の年に大学に進学し、卒業後に現在の会社に入社したのですが、職業

を選択した理由としては航空や空港に対するあこがれというよりは、近くに成田空港があ

るからというごく自然かつ単純な理由で空港関係の仕事を探し、成田空港内で免税売店や

案内を行っている現在の会社を受験いたしました。成田の話から離れますが、会社３２年

の勤務を振り返りますと、人事異動が２０回、本当によく異動しました。会社の同期から、

鈴木はいつも社内の辞令に名前が出ているなあと言われましたが、営業、総務、広報、保

安など色々させてもらいました。でもそのおかげで、社内や社外のさまざまな人と知り合

うことができ、貴重な経験を重ねることができました。 

その中でも成田空港に関わる仕事としては、新東京国際空港公団の広報室に平成８、９

年と２年間出向したことが記憶に残る仕事です。この間、平成８年７月に公団本社が成田

空港に移転したのですが、その際、空港公団の愛称をＮＡＡとしました。この愛称の作成

には、当時の公団総裁が積極的であり、その開発メンバーとして携わりました。成田のＮ

が入っていますが、成田空港に公団本社が移転し、親しまれる存在となるため、先程申し

上げた私の子供のころからの経験も、愛称開発の時にはお話しし、名称を変えることの意

義のひとつとして議論したこともあります。 

 新年例会のときに、全日空の鈴木成田空港支店長から同氏が社長を兼務されているＡ

ＮＡ成田エアポートサービス株式会社の愛称をＡＮＡＲＩＴＡ（アナリータ）とする旨の

ご披露がありましたが、お客様から成田空港に親しみを持っていただくいために、こうし

た名称や愛称がもっと増えると良いと思います。 

 

さて、ここで私の会社、日本空港ビルデングについて紹介させていただきます。 

日本空港ビルデングは、昭和２８年創立で今年、６２年目を迎えます。その設立には、

経緯があります。日本の民間航空は敗戦後、ＧＨＱにより禁止され、羽田空港もＧＨＱに

摂取されました。 

そして、終戦から７年経った昭和２７年にサンフランシスコ講和条約が発効し、民間航

空禁止が解かれ、これに伴い羽田空港が日本に返還されました。まさしく再発足となった

わけですが、当時の空港機能やターミナルビルの設備は老朽化し、能力は低く、空港整備

は急務でありました。 

そのため、当時、運輸省は、整備のための予算を要求しましたが、戦後で疲弊していた

日本の財政状況において、港湾、道路、鉄道などのインフラや、学校などの整備が優先さ

れ、空港の整備費用はわずかに滑走路等の整備費用が認められただけでした。  

しかしながら、諸外国では航空が急激に進歩を続けており、近代的なターミナルビル建

設が必要であったため、政府の閣議の了解を経て、羽田返還の翌年の昭和２８年、日本財

界の主要企業からの出資を受け、純民間資本で日本空港ビルデング株式会社を設立、その

２年後の３０年には、ターミナルビルを完成させました。 

最初の社長は、初代の運輸事務次官を退官した方が勤めましたが、大変な苦労があった

と聞いています。当時、短期間に世界中の空港を見て回り、研究し、ターミナルビルを計

画、建設したのですが、その頃は、年間旅客数が７０万人と現在の年間７千万人の１００

分の１という運用状況の中で、公的資金なしで、民間会社の収益にのみによって、ターミ

ナルビルを経営するため、ターミナルの家賃や使用料収入だけでなく、売店やレストラン、

案内、リムジンハイヤーの事業など多岐にわたる空港関連の事業を立ち上げました。免税
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売店を日本で初めて事業化したのも弊社であります。 

会社創業の基本的考え方は、商業的手法により公共的使命を実現するということであり

ました。言いかえれば「士魂商才」ということで、商売で利益を上げながら公共的な目的

を果たすという意味です。現在でこそ、民活等で公共的な事業を民間企業がやったり、Ｐ

ＦＩ事業を立ち上げたりするのが当たり前になっていますが、そういう意味では、民活の

先駆者のひとつであったと言えると思います。航空需要の増大に伴い会社やターミナルの

規模も大きくなりましたが、現在も会社の基本理念は「公共性と企業性の調和」と、創業

の精神が受け継がれています。 

日本空港ビルデングは、羽田空港におきましては、国内線旅客ターミナルビルのみの建

設・運営者であり、空港全体の用地、滑走路等の基本施設の設置管理者は国であります。 

成田空港におきましては、成田国際空港株式会社ＮＡＡがターミナル、滑走路含め空港

全体の設置管理者でありますので、そこが異なる点であります。 

弊社は、成田空港の開港前から事業計画にご協力し、開港後は免税売店や案内業務など

事業展開させていただいております。当社は、成田空港を愛する事業者のひとつであり、

ともに歩んできた会社であると考えています。 

さて、私の成田空港における仕事ですが、成田営業所の総支配人という立場であり、免

税売店など２８店舗の運営を管理しております。職員は社員、契約社員、臨時社員及びメ

ーカーの協力社員を含めて約４００人であります。地元出身の社員も多く就業しておりま

す。昨年 11月に参加させていただいたロータリークラブの「クラブ研修セミナー」の中で

「職業奉仕」ということがありましたが、私どもの会社が社会に奉仕、貢献できることは、

第一に我が国の世界への玄関である成田空港の利用客の皆様に喜んでいただくサービスを

提供することでありますし、会社の存在する意義が生まれてきます。 

私どもの会社の方針は、絶対安全と顧客第一主義：ＣＳなのですが、職員と話すとき、

常々、皆さんは成田空港を利用されるお客様にとって、特に外国人のお客様にとっては、

最後に会う日本人であるという意識で臨んでください。販売という短い時間でも、その印

象は非常に重要で、お客様の記憶に残ります。最後の応対の印象が悪ければ、旅の思い出

は台無しになり、日本の印象も悪くなります。 

「一期一会」ということを一人一人が心に持ってお客様に向き合いましょうと語りかけ

ています。 

それから雇用の確保というのも職業奉仕の重要な側面であると思います。その意味では、

私どもの職員４００名の雇用を守る、４００人の家族を合わせれば千人以上の人の生活に

影響があると思いますから、成田空港での仕事をしっかりやって、利用客の皆様、空港会

社、航空会社、地域の皆様に評価いただけるよう努力していかなければならないと考えて

います。 

ところで、成田空港は地域経済に重要な位置づけを持つことは、言わずもがなですが、

そこで働く人は、直接就業者で約４万人と言われています。さらに、空港に間接的に関連

する仕事、たとえばクリーニング屋さんや飲食業などの業種やその家族も含めれば、その

影響度はかなりの人数となると思います。もしかすると１０万人以上の生活に影響がある

と思います。この意味でも、成田空港の継続的な発展は重要なことであると空港職員とし

て、また地域の一員として考えています。 

最後にお手元に資料を配布させて頂いておりますが、日本の空港が直面している課題に

ついて、国土交通省の公表資料をもとにお話しさせて頂きたいと思います。 

１ページに「三位一体の航空・空港政策」とありますが、現在の政府の政策の「三本の

矢」のひとつである「日本再興戦略」のひとつとして位置づけられている政策であり、羽
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田、成田の発着枠増加を背景に「オープンスカイ（航空自由化）の推進」、「ＬＣＣなど新

規企業の参入促進」、「空港経営改革」を三位一体で進めることにより、航空分野を成長さ

せ、日本経済の活性化を図ろうというものであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その中でも、「空港経営改革」を中心にご説明させていただきます。 

２ページの「空港の現状」とありますが、日本全国に空港は９８か所あり、配置的な側

面から整備は概成し、今後の航空需要に向けて空港運営の重要性が増している。要するに

空港は造る時代から、どう活用するかという時代に変わったということが示されています。 

そして、３ページにその９８空港のうち、赤枠で囲まれた羽田を含めた２８の空港が国

管理の空港でありますが、この国管理の空港を対象として、平成２５年に施行された民活

空港運営法により空港経営改革を進めるということが基本方針とされています。成田空港

や関空、中部は空港会社管理となっていますので、その法律の対象には含まれません。 

４ページに国管理空港の現状と課題がありますが、現状、滑走路等は国が管理、ターミ

ナルビル等の施設は羽田のような民間会社、または地方公共団体が出資する第３セクター

会社が経営という分離しております。空港経営改革の考え方は要約すると、それぞれの空

港が立地する地域の実情を踏まえ、より民間の経営感覚をもって一体化し、航空需要の拡

大や地域の活性化につなげていく、基本的には期間を定めてコンセッション方式という民

間委託の手法を導入していこうというスキームであります。これは個別空港ごとの取り組

みとなりますが、すでに仙台空港が東北の復興事業の一環で第一号となり、昨年６月に公

募を開始し、手続きが進められています。 

また、関西国際空港と大阪国際空港（伊丹）におきましては、新関空会社が両空港を一

体的に運営し、その運営事業をコンセッション化する計画が進められております。 

５、６ページは以上について、わかりやすく記述されておりますので、併せてご確認く

ださい。 
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以上により、空港ごとにスキームが定められ、経営改革が進められるということであり

ます。 

まさに、担い手の会社が選択される時代になってきます。「選ばれる会社」になるために

は、スキルだけでなくサービスや企画などきめ細かい部分で、お客様や地域社会にご支持

いただける存在にならないとなりません。競争も高まりますし、不断の努力が必要である

と考えております。 

 

以上、卓話というお時間をいただき、甚だまとまりませんが、お話をさせていただきま

した。 

今後とも、ロータリークラブの皆様のご指導やご鞭撻をいただきながら、一人前のロー

タリアンになれるよう努める所存です。ありがとうございました。 

 
◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 
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