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国際ロータリー2013～14年度会長 ロン Ｄ．バートン 

  

第 2592 回例会 平成 26 年 1 月 17 日（金） 

◇ 月初めの報告、お願い 

 ・出席奨励・退会防止委員会 平山秀樹委員長より先月の出席率 ９７．８５％ 

・Ｓ．Ａ．Ａ．（正） 小澤 美良 会員より 

大人の例会を心がけ、今年も 1 年よろしくお願いいたします。 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      小川 賢 

◇ 結婚記念日 

【欠席】 

湯川 芳朗 会員、山田 真幸 会員、秋葉 博行 会員 

◇ 誕生日 

神崎 誠 会員、大木 健弥 会員 

【欠席】 

大沢 浩一 会員、横田 匡彦 会員 

山田 真幸 会員   

 

◇ ニコニコボックス 

阿部 慎一 会員：今年も一年間、例会場としてのご利用よろしく

お願いいたします。本日のメニューの中のスイーツは、滝沢会員の

「長命泉」の酒粕を使用したものです。1/15～3/15 の期間で「うま

い逸品」としてビューホテル内の各レストランでメニューとして提

供しています。よろしければ期間中、ぜひ召し上がってみてくださ

い。他にもきりたんぽとハタハタのグラタン、白湯スープの土鍋ラ

ーメンなどあります。 

 

滝沢 尚二 会員：阿部会員に続き、私の方からは使用して頂きあ

りがとうございます。御礼申し上げます。 

 

堀口 路加 会員：二男が成人式を迎えたことでにこにこさせてい

ただきます。もう一点、先週新年例会に出席できなかった理由でも

あります。元旦より左耳に異常をきたし２日の朝、感音難聴と診断

され全く聞こえなくなり橘先生に紹介状を書いていただき日医大北

総病院に１月６日受診いたしまして、そのまま入院治療しており１

月１３日に退院しました。聴力も完全に戻りましたのでようやく今

週から仕事始めとなりましたのでニコニコさせていただきます。 
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 諸岡 靖彦 会員： 池内富男会員より誕生日お祝いに対するニ

コニコ返礼をお預かりしてまいりました。本日は二つのことのご

報告でニコニコＢＯＸに投じます。成田商工会議所の池内会頭を

中心として、県内および市内の経済団体で『成田国際空港に三本

目の滑走路の建設を！』という要望書を、太田昭宏国土交通大臣

宛に提出して参りました。本日１７日付けの千葉日報、読売新聞、

日本経済新聞の各紙に記事が載っていますが、県経済同友会、県

経営者協会、成田市観光協会、成田空港対策協議会と成田商工会議所の代表者が、１５日

県内経済６団体および市内３団体の連名による要望書を持参して、国土交通省航空局航空

ネットワーク部首都圏空港課の今井成田国際空港企画室長に手渡して参りました。現在の

成田空港の容量３０万回は２０２０年までには満杯となってしまいます。その後の首都圏

空港の容量を、羽田だけでまかなうことはできません。羽田の国際線発着枠が増えようと

している今から将来に備えをしておく必要があり、成田の地元から、初めてこれを打ち出

したわけです。今後これに絡んで、さまざまな動きが生じてくることと思いますが、会員

の皆様にご理解とご協力をお願いいたします。 

 もう一点は国際ロータリー第２７９０地区のRLI実行委員会が主催する初めてのロータ

リー・リーダーシップ研究会（RLI)パートⅠの研修会が１６日千葉で開催され、ディスカ

ッション・リーダー（DL）の一人として、松田泰長会員とともに参加してまいりました。

本日配られた『ガバナー月信 vol.7 』の４ページに、白鳥正孝パストガバナー（P．D．G．)

が述べておられますが、知識偏重に陥らない実践と自由闊達な話し合いの学習によるロー

タリアンのための、ロータリーへの関心を深める研修です。県内クラブから７２名の参加

者があり、当クラブからは佐瀬和年、佐藤英雄会員のお二人が参加しました。なお当クラ

ブでは、設楽正行、石橋菊太郎会員も DLの資格者です。３月にパートⅡ、Ⅲが開催され、

７月以降の次年度からは地区組織にこの研修プログラムが取り入れられ、多くのロータリ

アンの新しい学習の場となることが期待されます。 

 

小澤 美良 会員： 先週の新年例会を欠席しましたので、皆様、

改めましてあけましておめでとうございます。今年も宜しくお願

い致します。先週休んだ理由ですけれども、昨年から息子がアメ

リカへ留学しております。ボストンのタフツ大学です。近くには

ＭＩＴ、ハーバードなど実に３６の大学がひしめいていまして一

大学園都市です。ここのフレッチャースクール（国際関係学の専

門大学院）に通っております。ここの卒業生には齋木外務事務次

官、国家安全保障会議（日本版ＮＳＣ）の初代局長である谷内さん、もっと有名な方で言

えば、緒方貞子さんなどがいらっしゃる名門です。向こうで息子が友だちとパーティーを

開いてくれたのですが、アジアの方が多く、そのフレッチャーに行っている学生の中でも、

一番多く出しているのは中国、その次は韓国、次が日本でした。日本から行っている男子

学生は全員官費、女性は私費でした。学費は２年間で１千万円ほどかかります。ここにき

て女性はキャリアアップしていきます。女性は非常に逞しいです。これからの日本、元気

になるには、若い元気な男の子を作っていくのが大事だなと実感

いたしました。まずは息子が元気でなによりでした。 

 

角田 憲司 会員：１月１５日、１日当たりのガス供給量が過去

最高を更新しました。 
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◇ 会長挨拶   遠藤 英一 会長 

皆様こんにちは。本年もよろしくお願いいたします｡ 

 ここ数日、日本列島はこの冬最大級の寒波に覆われており

ますが、体調はいかがでしょうか。当社も新年早々、前年中

にできなかった関与各社分の年末調整を行わなければなら

ない繁忙期に、インフルエンザにかかって１週間ほど休んだ

職員がおりまして、今週、治癒証明書を持参して出社しまし

たが、今、千葉ニュータウンではインフルエンザがかなり流

行しているようです。ちなみに、治癒証明書にはＡ型インフ

ルエンザとありましたので、参考になれば。いずれにしまし

ても、まだまだ関東地方は乾燥した寒い日が続きますので、くれぐれも体調管理に心掛け

てください。 

さて、先週の新年例会でもお話しましたが、本年度もあと半分とはなったものの、まだ

まだ大きな行事が残されております。２月中のものとして具体的にお話いたしますと、ま

ず、２月２１日には当クラブがホストを務める第９分区のＩＭ（インターシティー・ミー

ティング）が、ここビュー・ホテルで開催されます。当日は例会日の金曜日ですが、登録

開始が午後１時３０分、点鐘が午後２時と通常例会より１時間半遅れとなっておりますの

で、ご注意ください。なお、すでにお手許にご案内が届いているものと思いますが、講師

として二宮金次郎様の７代目の子孫にあたる中桐万里子様をお迎えし、「二宮金次郎の幸

福論」のお話をいただくことになっております。細部の準備も着々と進められております。

会員は全員が義務登録となっておりますので、ミーティングのみならず、講師の中桐万里

子様も参加予定の懇親会にもホストクラブとして多数の会員の出席方よろしくお願いいた

します。 

２月２４日の月曜日は滝澤会員のご協力により、ここ数年行われておりませんでした新

酒を楽しむ夜間移動例会を久しぶりに企画いたしました。改めてご案内を差し上げますが、

当日は午後５時に滝澤本店様に集合して、少人数のグループに分けて酒造蔵を見学し、新

酒のティスティングを楽しんでいただき、その後は２軒となりの「ひかたや第二支店」に

席を移して懇親の夜をお過ごしいただきます。したがって、２８日の例会は振替休会とな

ります。 

本日は、成田国際空港株式会社取締役の石指会員の卓話が控えておりますので、「一言、

言わせろ」コーナーは中止させていただきます。今後とも、よろしくご意見をお寄せくだ

さい。 

 

◇ 表彰 

第１回米山功労者   神﨑 誠 会員 

 

◇ 委員会報告 

・雑誌・広報・ホームページ    佐藤 英雄 リーダー 

今月は理解推進月間です。ロータリーの友に前ＲＩ会長の記事

が載っています。その中で１２～１３ページ「比べてみよう 

日本と韓国のロータリー」のグラフがあります。そのグラフ

を見ますと、会員の年齢・・日本は５０才～７０歳、韓国は４

０～５９歳。これでは日本はどんどんとり残されてしまうので

はないかと危惧しております。それともう一つ、私の毎月の楽

しみでもあります「ありがとうロータリアン！」。これは奨学生から見たロータリーの記

事です。皆さん是非ご一読ください。 
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・ロータリー財団・米山記念奨学委員会  小川 賢 委員長 

毎年、沢山の方にご寄附いただきますが、ロータリー財団に１，０

００ドルずつ寄付をし、それが累積で１０，０００ドルになるとメ

ジャードナーとなり表彰されます。今回、諸岡会員がメジャードナ

ーとなられましたのでご報告いたします。ありがとうございました。 

また、レートの関係から１月に積立寄付者２名分をいったんクラブ

から建て替えていただくことになりましたのでご報告いたします。 

 

◇ 幹事報告  成田 温 幹事 

＜回覧＞ 

１．米山奨学会より「ハイライトよねやま」                        

２．ガバナー事務所より「国際ロータリー及びロータリー財団年次報告」            

３．ロータリーの友事務局「ロータリーの友」電子版の案内               

４．週報  多古 RC   成田 CRC   成田エアポート南 RC                            

５．日本ユネスコ協会連盟 カンボジア１１軒目の寺子屋完成               

６．成田ユネスコ協会「書き損じハガキ・キャンペーン」 

   ～２月２８日まで  事務局にボックスを置いておきます   

７．大島台風災害義捐金募集   

      

◇ 卓話 

成田空港そして私の初夢  
石指 雅啓 会員（成田国際空港株式会社） 

今回、この様な機会を与えていただきましてありがとう

ございます。また日頃より弊社の空港運営にご協力頂いて

おりますことに関しても併せて御礼申し上げます。 

 前職に関わりの深い海猿と神戸の話をしようかと考えて

おりましたが、新年例会で是非、成田空港の話を！という

事でしたので、成田空港の話をさせていただきたいと思い

ます。 

 私が成田空港の仕事に係りましたのは二度目となります。

一度目は国の職員として、２本目の滑走路の北伸化（２，５００メートル化）の時です。

その際の私は、インフラとして国の成長を阻害してはならない、その為にも地域の方に国

の考え方をご理解いただくことが一番大切であると強く思っていました。それが２００４

年から０６年。今回昨年の６月に現在の職に着任いたしまして、一度目とは随分変わって

いるという印象を持ちました。空港施設の整備が進んでいることもありますが、地域の方

が２７万回あるいは３０万回そしてポスト３０万回を考えようとしておられるということ

に表れていますように、空港を取り巻く地域も変わっているという印象を受けました。 

 

さて、成田空港の昨年１年間を総括すると３つのキーワードが浮かびます。 

一つ目はオープンスカイ。 空港容量の拡大があって始めて成し遂げられました。これか

らは、選ばれる空港になることが重要です。 

二つ目は、ＬＣＣ（ ローコストキャリア）です。多くの国内、海外の会社が成田空港に

乗り入れています。 

三つ目は訪日外国人一千万人達成です。円安で東南アジアを中心に多くの外国人が日本
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を訪問されました。 

弊社の年間実績の見通しは発着回数２２．５万回、利用者３，５００万人、北米と東南

アジアの結節点としての役割が大きいというのが成田の現在の姿というところでしょうか。 

 

東アジアのライバル空港に韓国の仁川空港があります。今日配布のロータリー誌にも、

日本と韓国のロータリークラブの比較が出ていました。韓国は人口が半分以下なのに、航

空関係でも伸びています。成田は北米、アジアの便が多くバランスが良いという特徴があ

りますが、国際旅客全体は２０１０年に、国際＝国際乗り継ぎをとってみても２０１１年

に仁川空港に抜かれました。成田空港が国の発展の阻害要因になってはいけません。 

ところで、マスコミの一部には成田空港が大きく変貌しているのに、昔から変わってい

ないと思われている節があります。例えば、首都圏空港の今後の拡張の可能性も羽田ばか

りの感があります。あるいは、ＬＣＣを取り上げて関西空港では成功しても、成田では疑

問という記事がありました。成田空港は着陸料が高い、運用制限（カーフュー）で使い勝

手が悪い、遠いと言われますが、私はこの３つは誤解だと申し上げています。 

① 着陸料が高いといわれますが、空港に関する税金等を加えると世界中には成田より高い

空港はたくさんあります。もちろん、東アジアのライバル空港と比べると高いので、昨

年春に着陸料を下げました。 

② カーフューは成田だけでなく他国の空港にもあります。成田はカーフューの弾力化を進

めました。２４時間空港でも夜中も飛んでいるところは少ないので、知恵の出しどころ

だと思います。 

③ 都心から遠いと言われますが、都心と最速 36 分で結んでいます。運賃が高いという印

象がありますが、９００円、１，０００円バスも出ています。２月には増便予定の為、

２社合わせれば１０分に１本出ることになり、お客様のニーズに十分応えられると思い

ます。 

 

ところで、首都圏空港のあり方をめぐる国の検討が急ピッチで進んでいます。東アジア

が経済発展をする、日本はそれを取り込んで発展する。こうなると空港の容量も足りない

のではないか。このような問題意識で検討が進められ、今年の３月までに検討結果がまと

まる予定です。弊社でもそれに向けた社内の体制も準備をして検討を進めております。 

 

ここからは私の夢の話です。初夢とでも言いましょうか。 

 

 時は進んで、２０２０年春 

 ２０２０年の夏には東京でオリンピックとパラリンピックが開催予定です。オリンピッ

ク・パラリンピックの開催が決まると、その都市、その国を訪れる観光客がどんどん増

加していくようです。言わば、旬な都市、旬な国になるわけです。日本も２０１３年を

契機に、従来の電気製品、アニメに加えて、和食や富士山が世界文化遺産に登録され、

日本に世界的関心が高まりました。お陰で、年々、訪日外国人が増加、特に、経済成長

が続く東南アジアがその中心で、２０２０年はいよいよ２，０００万人のカウントダウ

ンになりそうです。和食を堪能し、たくさんの日本製電気製品を手に機内に乗り込む外

国人旅行者の姿のほか、わが国の国際宅配便システムが輸出され、荷物を託して、手ぶ

らで帰国する旅行者も増加しています。 

さて、オリンピックとパラリンピック決定後、成田空港でも施設拡充が急ピッチ。２０

１５年春に完成したＬＣＣ専用ターミナルもフル稼働。２０２０年の連休明けには、成

田の第三滑走路と第三ターミナルが完成予定で、新生成田と羽田がフル回転して、世界

各国からのお客様をおもてなしします。 
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心配していた騒音も、機材の低騒音化と小型化、そして騒音対策の充実で、何とか騒音

の悪化が防がれます。 

  

 進化したのは、空港だけではなく、空港と都心を結ぶ、アクセスも飛躍的に進化してい

ます。東京駅近くに新東京駅ができて、成田空港が東京駅周辺と直結。首都圏東部や北

部の方は京成スカイライナー、西部や南部の方はＪＲニューＮ‘ＥＸで３６分。このほ

か、格安バスも大幅に増便。圏央道が完成してからは関東北部の方にも格段に便利にな

りました。 

オリンピック施設は東京都でも千葉県に近い場所に多く設置されており、オリンピック

の観客の多くはディズニーランドとの観光も兼ねて、たくさんの方が千葉県に宿泊され

る予定です。 

 成田空港は２０１５年春にはノンストップゲートにもなり、開港以来続いていた身分証

の提示も不要で、地域の方にも立ち寄りやすくなり、ターミナルの店舗には成田空港に

しかないブランドや地元の名産・銘酒が並んでいます。 

 大勢の外国人観光客のおもてなしのお手伝いには、空港周辺の高校生がボランティアで

参加。勿論、オリンピックの際には地域の住民の方も加わり、おもてなし。外国客はも

ちろん、高校生の方にとっても国際経験の第一歩として好評です。 

  オリンピック直前には、成田空港の周辺で２カ国の選手団が事前のトレーニングキャ

ンプを張る予定で、地域の子供たちと親睦を深める交流が予定されています。そういえ

ば、去年のプレ大会でも世界中から多くの選手と観客が来て、地域との交流が進んだこ

とは記憶に新しいところです。 

 

こんな夢の実現に向かって、努力してまいりたいと思います。 

 

ところで、新年会で成田空港長の加藤さんがおっしゃっていましたが、成田空港は午年

ごとに大きな変革があったということです。昭和４１年は空港の場所が決まり、空港公団

ができた年。それから昭和５３年の開港の年、それから平成２年は当時の大臣が反対派の

方と会い、翌年からのシンポ・円卓につながっていった年、平成１４年は２本目の滑走路

ができた年、そうなると今年も大きな変革を起こすのではないか。そして地域の方と一緒

に私どもも取組みを進めていきたいと考えています。私自身は地域の発展なくして空港の

発展はない、空港の発展は地域の発展と共にあると思っております。今年１年、地域の方

と手を取り合って地域と共に発展する空港を目指していきたいと思っています。本日はご

清聴ありがとうございました。 

 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

石橋 菊太郎 会員 12月 27日、28日 
地区青少年奉仕委員会 
ライラ委員会 

松田 泰長、諸岡 靖彦、佐瀬 和年、佐藤 英雄 各会員 1月 16日 
ロータリー・リーダーシップ 
研究会（RLI)パートⅠ 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６３ ６２ ４０ ２２ ６３．４９％ ７６．１９％ 

事務局 〒286-0127成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 


