
 1 

 

 

 

 

 

国際ロータリー2013～14 年度会長 ロン Ｄ．バートン 

  

第 2586回例会 平成 25年 11 月 22日（金） 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 

◇ ロータリーソング    我らの生業 

◇ 四つのテスト      歌唱 

◇ お客様紹介 

三菱地所・サイモン株式会社 酒々井プレミアム・アウトレット 支配人 南 昌孝 様 

       〃                     山本教裕 様 

成田コスモポリタン・ロータリー・クラブ 村島 義則 様 

 

◇ ニコニコボックス 

諸岡 靖彦 会員：寒くなって来ました。火の用心の季節です。
成田市防火協会会長として、本日早朝８時半より、成田市自衛消
防操法大会に参加しました。市内企業、団体には各事業所単位の
自衛消防機能を持ち、自主防火管理を徹底していただいておりま

す。日頃の早期消火活動の技術の習得と、防火意識の向上を図る
目的で、毎年この時期に 『自衛消防屋内消火栓操法大会』が開
催されています。今年は１０チームが参加し、個々の技術とチー
ムワークを競いました。その結果、大本山成田山新勝寺チームが
優勝しました。２チーム参加した我が米屋チームは、始めての準

優勝と、４位に耀きました。ロータリー会員会社では、ＡＮＡベースメンテナンステクニ
クス㈱チームが第５位でした。 

 

岸田 照泰 会員：今、諸岡会員のお話にもありましたが、成田
山新勝寺チームとしまして、昨年は準優勝、今年は優勝すること
が出来ました。名誉のあることで厚く御礼申し上げます。また、
成田山には 6 万坪の境内がありますが、そのうち 5 万坪が成田
山公園で、四季折々の花を咲かせております。外国人の方のお話
を聞きますと、全国で 6 位に入っているそうです。昨日は観光協
会の滝澤会長を始め沢山の方にご出席をいただきまして梅の木

33 本をご奉納いただき奉納式がございました。460 本ほど成田
山公園に植えられていますが古木となりましたので、新しい苗木

が必要という事でこの度の奉納となりました。関係していただいたロータリークラブの
方々にも厚く御礼を申し上げます。 

 

設楽 正行 会員：11 月 13 日、八街ロータリークラブでガバ

ナー訪問があり、第９分区のガバナー訪問がこれですべて終了し

ました。今年からガバナー補佐訪問ということでシステムが変わ

り戸惑いましたが、なんとか大過なく終えることが出来ました。
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これも皆様方のご支援、ご協力の賜物です。なお後半戦、2月 21日のＩＭも宜しくお願い

いたします。 

 

佐藤 英雄 会員：この例会に来ましたら、今日は“いい夫婦の

日”だとホテルの方が教えてくれました。私と家内は 24時間、仕

事柄いつも一緒にいます。いつも一緒にいるので、返って家内は

私に愛情を持っているのかと疑問に思っていました。女房は手編

みの趣味があり毎年ベストを作ってくれます。還暦を迎えてから

は、赤いベストを作ってくれます。来年もベストを作ってくれた

ら愛情があるのかなと期待しニコニコいたします。 

 

吉田 稔 会員： 夏の祇園祭の時に参加させていただいた長女が、
本日入籍いたしました。 

 

 

 

◇ 会長挨拶   遠藤 英一 会長 

 皆様こんにちは。猛暑の年は極寒ともいわれるようです

が、全国各地から初雪の便りが届き、関東地方は乾燥注意

報と、すっかり冬になってしまったようです。 

 さて、今日はユーモアまたはジョークについて考えてみ

ました。関口ガバナーもよくおっしゃるように、スピーチ

にはユーモアを散りばめることが必要だといわれます。多

民族国家の１つである米国ではユーモアのないスピーチ

あるいは会話をする人は鼻持ちならないとまで言われる

ことがあるようです｡そこで、米国を代表する大統領で特

別にスピーチが上手かった、または上手いといわれているリンカーン、ケネディー、クリ

ントン、そしてオバマ氏のスピーチ集を参考にしてみました｡リンカーン氏以外はすべて民

主党というのも面白いところです。とくに、ケネディー氏については、今日１１月２２日

が没後５０年ということもあり、テレビのドキュメンタリー番組や特集書物からいろいろ

材料を得ることができました。 

そこで発見したのは、公開されているスピーチ集に関する限り、ほとんどユーモアと思

われる記述または会話はありませんでした。非公式のパーティーや集まりでは皆さんがジ

ョークを飛ばしているのかもしれませんが、公開資料に関する限りは、その内容にもよる

のでしょうが、私の認識は間違っていたようです。また、皆様のご想像どおり、数少ない

ロシア、中国のスピーチ集には上意下達のスピーチだけで、ユーモアらしきものは一切あ

りませんでした。ここで、多くの時間を浪費した後によく考えてみたら、演説のライブ放

送ではときどきありますが、公式に発表される資料にユーモアまたはジョークが記録され

るはずもなく、ようやくアプローチの間違いに気付いたというお粗末な顛末となってしま

いました。 

問題はプライベートな会話ですが、ユーモアは元々が批判的精神のエスプリから発し、

それを細分化したのがジョークであるといわれます｡ある格言が一言で表していると思い
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ます。それは「英国人は単なるジョークのみならずブラックジョークの達人でもあり、と

きには身体障害者までその標的にする。ただし、標的にされた身体障害者自身も腹を抱え

て大笑いする。」ということです。 

 私も、仲間内でのアドリブではよくジョークを言う方ですが、まだまだこの会長の挨拶

の中で発せるほど人間が錬れてはいないようです。せめて、常に受け手の心情に思い至る

ように心がけるつもりでおります。 

 

 今日はこの後、酒々井プレミアム・アウトレットを展開されている三菱地所・サイモン

株式会社支配人の南昌孝様の卓話が控えておりますので、「一言、言わせろ」コーナーは

中止とさせていただきます。今後とも、活力に満ちた楽しいクラブを目指して、皆様方の

ご提案あるいはご不満をお寄せいただきたいと思います。 

 また、今、例会場を回覧しておりますが、ガバナー事務所より「フィリピン台風災害義

援金－募金のお願い－」がきております｡例の「魔法の壺」を廻しますので、ご協力をお願

いいたします。 

 最後になりましたが、三菱地所・サイモン株式会社の南昌孝支配人様と山本教裕様、そ

して成田コスモポリタン・ロータリー・クラブの村島義則様、成田ロータリークラブの例

会にようこそお越しくださいました。楽しいお時間をお過ごしください。 

 

◇ 表彰 

ポールハリスフェロー 

小寺 真澄 会員 

 

◇委員会報告 

・内規規定委員会  松田 泰長 委員長 

ロータリー用語の日本語カタカナ表記における中黒（「・」）の使用方針の変更について 

これまで、国際ロータリーの翻訳において「ロータリー・クラブ」「ローターアクト・クラブ」「ガバ

ナー・エレクト」など、多くのカタカナ用語に中黒を入れて表記してまいりましたが、以下の理由によ

り、今後は特定の用語において中黒を入れない表記に変更することとなりました。  

 

中黒削除の理由：  

１）日本の多くのクラブや地区で既に中黒を使用しない表記が一般化しており、RI 訳との違いが生じて

いること  

 

２）「日本語表記ルールブック」（日本エディタースクール）には、「新聞社では、カタカナ複合語の

区切りの中黒はなるべく略す方針であり、判読の困難な場合を除き 2語から成る複合語には付けない（た

だし、判読の困難がない場合を除き、3 語以上から成る複合語には原則として語間に中黒を付ける）」

とあり、RI 訳も現代の表記ルールに極力合わせるのが望ましいと思われること  

 

ご参考までに、今後、中黒を削除する主な用語は以下の通りとなります。このほかの用語につきまして

は、「日本語表記ルールブック」の指針に沿う形となります。  
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ロータリークラブ  

ローターアクトクラブ  

インターアクトクラブ  

スポンサークラブ  

ホストクラブ（地区大会）  

ガバナーエレクト  

ガバナーノミニー  

パストガバナー  

ポリオプラス（ポリオプラス・プログラム） など  

 

以下は、次のようにナカグロを入れます。  

ガバナーノミニー・デジグネート  

ロータリークラブ・セントラル  

地区リーダーシップ・プラン  

クラブ・リーダーシップ・プラン  

パッケージ・グラント など 

今回の変更は即時有効となります。最新の定款・細則には変更が反映されております。  

 

レターヘッドなどの使用するロータリーマークが変わりました 

ロータリーの新しいビジュアルアイデンティティ（視覚的アイデンティティ）が導入されました。 

• 新しいビジュアルアイデンティティの目的、及び視覚的素材（色、写真、ロゴなど）の使用方法を含

む、  

• ロータリーの標準レターヘッドのテンプレートファイル  

• カスタマイズして使用するパワーポイントのテンプレート  

• 新しいビジュアルアイデンティティ推進用のパワーポイントスライド  

 

◇ 幹事報告  成田 温 幹事 

≪回覧≫ 

１． ガバナー事務所より「フィリピン台風災害義援金について 募金のお願い    

 １人 １，０００円程度 

２．成田市国際交流協会より 「ニュースレター」                

 ３．旭ロータリークラブ   「会報」                     

 ４．成田 RC ゴルフ同好会 １２月２０日（金） 久能 C.C. 

        多数のご参加をお待ちしております。 

≪お知らせ≫ 

１． 関口ガバナー、地区国際奉仕委員長より 

 「クラブ国際奉仕委員長会議のご案内」2014.1.18.（土）      

奉仕プロジェクト委員長へ 
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◇ 卓話  

酒々井プレミアム・アウトレット 

三菱地所・サイモン株式会社 

酒々井プレミアム・アウトレット 支配人 南 昌孝 様 

本日は、高いチームワークを感じられる成田ロータ

リークラブさんへお呼びいただきありがとうございま

す。先ほどから色々な報告の中で、自衛消防隊のお話

が出ておりましたが、実は我々も来週消防訓練がござ

いまして、私は施設の自衛消防隊長でありますので身

の引き締まる思いでした。また、会長挨拶には話にユ

ーモアを混ぜろというプレッシャーもあり、この後の

卓話はどうなるのかと心配になりました。今日は、手

前どもの酒々井プレミアム・アウトレットの営業活動

に参ったということでご理解いただき、お話を聞いていただければと思っております。お

陰様で酒々井プレミアム・アウトレットが今年の 4 月 19 日にオープンし、丁度 7 カ月ぐ

らい経ちました。お陰様で酒々井プレミアム・アウトレットの営業成績は地元お皆様から

のご支援を得、リピーターの方も増え順調に推移しております。ただ皆様ご存じのように、

開業前から酒々井という地名が非常に知名度がありませんでした。開業の 1 年ぐらい前か

ら準備室に入り、開業の準備、開発を色々と進めさせていただきましたが、事前アンケー

トでは、『酒々井』という地名を読める方は東京の方で 4 割、6 割は読めませんでした。

これには社内的にも論議が出て、酒々井単独でなくて酒々井成田にするか、いっそ成田プ

レミアム・アウトレットにするか。成田というブランドを使って出店させて頂こうかとい

う話もありましたが、結局、その土地土地の名前をプレミアム・アウトレットの頭につけ

るということになり、まずは酒々井という名前を売らなければならなくなりました。酒々

井プレミアム・アウトレットがオープンするのを知って酒々井出身の情報誌の雑誌社の女

性が酒々井の名前を高めるために応援しようという事でいろんな場面があり、酒々井プレ

ミアムアウトレットの酒々井をまずは皆さんに知っていただこうとプロモーション活動を

しましたのでＷＥＢドラマで流したのですが、かなりのアクセス数がございました。ちょ

っとこれをご覧いただきたいと思います。 

 

おかげで、開業する前に酒々井と言う名前がかなり多くの方に広められたかなと思ってお

ります。4 月 19 日のオープンには、森田知事、成田の色々な方にもお越しいただきお祝い

を頂戴いたしました。 
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・「酒々井プレミアム・アウトレット～その魅力と地域活性」 

●地域貢献 

①海外からのお客様を含め、多数のお客様を呼び込み、周辺の開発を促進。 

⇒周辺の観光拠点他への回遊性が高まる 

②酒々井とその周辺の認知度が高まり、地域ブランド品の活性化に貢献できること。 

③地元中心にした雇用の創出。（この施設の従業員は 1,300人） 

・その他、地方税収や開発期間の工事需要他 

●地域影響（負荷） 

・来場車両に起因する周辺交通渋滞の発生。 

・その他、騒音、ゴミの問題、防犯問題等 

  

・酒々井プレミアム・アウトレットの概要と魅力について 

現在全米で約 63か所、メキシコ、プエルトルコ、アジア全域に展開。アウトレット専業の

ビジネスモデルです。ニューヨーク郊外のウッドベリー、オーランド、ロス、ラスベガス、

ハワイなど。一時、多くの日本人がそのアウトレットを訪れたため、６，０００万人くら

いの集客があり、その 1 割弱が日本人でした。それならばいっそ日本に造ってしまおうと

いうことでできた会社が三菱地所サイモンです。このプレミアム・アウトレットは 1期、2

期、3 期と増床を見込んで土地を取得しています。大体大きいところで御殿場、神戸三田

は 200 店舗規模のプレミアム・アウトレットです。酒々井は現在１２１店舗、将来的には

２００店舗ぐらいになっていくと思います。6 万坪すでに土地を取得しておりますので、

あと 80店舗は増床していけるのではないかと思います。全国で 5,000万ぐらいはプレミア

ム・アウトレットを利用しておりますので、一時期の全米で集客していた施設に近づいて

きているような状況です。アウトレットというのは元もとは、クオリティのあるブランド

が安く買える。そして非日常性の高い空間、アメリカ的な街並みを演出しております。 

 

・都心から最も近い Premium Outlets、成田空港も至近 
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・Food Court （Fｌight Information 、世界時計、空港イメージの内装等） 

プレミアム・アウトレット内最大の客席数 ８００席 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・訪日外国人旅行客の為のサービス 

▶外貨両替所(京葉銀行) 

▶インフォメーションスタッフの多言語（英語・中国語）対応 

▶空港間シャトルバスの運行 

▶多言語 MAP、館内放送対応 

▶公衆無線 LANの無料提供 

▶銀聯カード決裁用の端末     全店導入 

▶一部店舗・免税対応の実施 

▶スーツケース対応のコイン 

  ロッカー充実、荷物の預かり 

サービス（有料） 
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・県内最大級のイルミネーション演出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・観光連携 地元観光施設との連動 

• 富里スイカまつり      ・佐倉チューリップフェスタ 

• 成田国際空港見学      ・ちびっこ天国 

• 成田ゆめ牧場        ・京成バラ園 

• 航空科学博物館       ・成田山新勝寺、成田周辺ホテル 

 

地元の施設、地域の色々なところとコラボして、遠くから観光も含めて来ていただく仕

掛けを努めてやっていくことが大事だと思います。成田エリアの新勝寺、ゆめ牧場、米屋

さんなどと今後もコラボしてより成田エリア、酒々井と密接な連携をしていきながら広域

からお客様を呼べて楽しんでいただけるような形を提案できたらと思っております。 

売上は半期、予想の１、５倍、集客は 1 年で 500 万人ぐらい来場する施設となりそうで

す。開業来、非常に高い推移で営業を楽しんでいただけている施設となり、将来的には 200

店舗、更にアトラクション的なテナントさんも拡大していければ思っております。できる

だけ連携を保ちながら、絆を保ちながら、我々の商売もそうですが成田エリアの商売も何

とか寄与していきたいと思っておりますので、引き続きご支援の程、宜しくお願い致しま

す。今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 

成田 温、松田 泰長、渡辺 孝、平野 省二、橘 昌孝 
石川 憲弘、本宮 昌則、田村 幸宏、平山 秀樹 各会員 

11 月 19 日 
出席奨励・会員増強 
退会防止委員会 

平山 金吾 会員 11 月 20 日 米山記念奨学会 

遠藤 英一、成田 温、諸岡 靖彦、福田 朗、近藤 博貴 
山田 真幸、小泉 英夫、甲田 直弘、松村 里美 
岸田 照泰、諸岡 正徳 各会員 

11 月 22 日 プログラム委員会 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６３ ６２ ３９ ２３ ６２．９％ ８５．４８％ 

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 

 


