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国際ロータリー2011～12年度会長 カルヤン・バネルジー 

  

～～ 環 境 月 間 ～～ 

第 2505回例会 平成 24年 3月 23日（金） 

◇ 点  鐘       平野 省二 会長 

◇ ロータリーソング   奉仕の理想 

◇ 四つのテスト     小泉 英夫 会員 

◇ お客様紹介 

成田コスモポリタンロータリークラブ 金子 公久 様、藤崎 康人 様 

◇ ニコニコボックス 

石橋 菊太郎 会員：先週、エクレール関係が終わりかと思いましたら、

会計をしめた後に 2,660 円の収入がございました。（プログラム販売のキ

ャッシュバック分）それともう 1 点。今、鰻の値段が卸の段階で大変高騰

しておりまして、うちの広報担当であるかみさんがテレビでインタビュー

されました。それとエクレール映画上映会成功が尾を引いているのかどう

か、、、、私は仲町の人間ですが、今まで 80 歳の方がやっていた葬儀委

員会委員長の仕事を引き継ぎました。併せてニコニコいたします。 

 

佐藤 英雄 会員：映画上映会で流しました「お菓子と娘」のＣＤを大澤

先生に 3 枚頂きました。どうせなら会員の皆さんへも・・・と思い立ち色々

な方々の意見を聞きながら、そして協力していただいたことによりクラブ

負担で会員全員へＣＤをお渡しできる運びとなりました。有難うございま

す。 

 

平山 秀樹 会員：先般来ご報告させていただいておりました事でござい

ますが、千葉県元気印企業大賞 地球環境貢献賞（環境問題に積極的に取

り組んだ製品・サービスで実績の評価された企業）を頂きまして、先週の

金曜日に授賞式がございました。思い起こしますと、先週の金曜日にゲス

トとしていらっしゃった朝日新聞の長屋支局長に紹介していただいこと

から千葉興業銀行の成田支店 安川支店長はじめ皆様にお引き立ていただき、お陰さまで

10 箇所ぐらい設置させて頂きました。それが今回の栄えある受賞に繋がりました。感謝申

し上げます。それと、同じ日ですが私の息子が成田高等学校付属小学校を無事に卒業いた

しました。お陰さまで子供 3 人、連続 13 年間成田高等学校付属小学校でお世話になり 3

人とも素直にすくすく育っており、皆様にも感謝申し上げます。 
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松田 泰長 会員：本日 3 月 23 日は我社の創立記念日です。思い起こせ

ば平成元年（24 年前）1 月だったと思いますが、会社をつくる用意はあっ

たのですが、いつ立ち上げようかということで近所の方に相談しましたら、

成田山で色々みてくれるところがあるからということで相談に行き 3 月

23 日を選ばさせていただきました。お陰さまで 24 年間なんとかロータリ

ーにも入れていただきながらもっております。これからも頑張っていきた

いと思います。 

 

安川 篤志 会員：先ほど平山会員の方からお話しがありましたが、先週、

フジサンケイビジネアイと千葉興業銀行で協賛させていただいておりま

す“千葉県元気印企業大賞”に当店から推薦させて頂きました平山建設さ

まが受賞されまして本当にありがとうございます。それともう一つ、当行

にはＮＰＯ法人を 1 社作ってありまして、『コスモス経営塾』といいま

す。これは、今会社を経営されていらっしゃる次の世代の方達を塾生という形で集まって

いただきまして毎月 1 回勉強会を開催しているものです。その中で、その時々で有名な企

業、優良企業の企業訪問をさせていただいて実際に企業の現場をみさせていただくという

のがございます。先月は成田で、江塚会員の全日空さまを企業訪問させていただきました。

普段、決して見ることのできない航空会社の裏側を本当に多くの社員の方に面倒みていた

だいて拝見させていただきまして本当にありがとうございました。大評判でございまして、

次回開催のリクエストまで来ております。また計画させていただきたいと思います。本当

にありがとうございました。 

 

設楽 正行 会員：3 月 19 日、新橋演舞場で地元の佐倉惣五郎を題材

にした歌舞伎がありまして、松本幸四郎が主演でした。大学時代の先輩

後輩 20 人で行ってきました。これは福沢諭吉先生が“学問のすすめ”

の中に、佐倉惣五郎が自分の体を的にし人民のために自分の犠牲を省み

ずやったということは、世界にも稀で他にはいないということを書いて

おります。楽しく行ってまいりました。 

 

『人民の権義を主張し正理を唱えて政府に迫り、その命を棄てて終わりをよくし、世界中に対して恥ずること

なかるべき者は、古来ただ一名の佐倉惣五郎あるのみ。「学問のすすめ」第七編 

 

◇ 会長挨拶   平野 省二 会長 

 先週、３月１６日夜、エクレールお菓子放浪記上映プロジェクト

委員会最後の打ち上げ会を米屋観光センターで開催しました。総勢

２６名で、お客様にシネマ・ディスト代表川嶋氏、千葉県映画セン

ター深山さんと、エクレール映画監督近藤明男さん、スチールカメ

ラマン栗原隆一さん、そして映画の中の娼婦役で出演された女優 

山崎未花さん他、この映画を仲介していただいた米屋（株）飯野朋

仁さんの６名、もう一方今回の映画の準備にお手伝いをしてくれま

した佐藤英雄会員のお嬢さん明姫さんをお呼びしまして、盛大に開催しました。大変盛り
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上がりましてそれぞれのコメントを戴き、最後は「お菓子と娘」をみんなで歌い、米屋さ

んから再度エクレアが出されおいしく食しました。 

 そして、昨日、第９分区親睦ゴルフコンペが白井ロータリークラブのホストで、船橋カ

ントリー倶楽部で開催されました。成田ロータリークラブは惨敗でグランドシニアの部で

近藤博貴会員が３位に入っただけでした。次回は八街ロータリークラブのホストで、八街

にある黒須事務局員のご主人がいらっしゃる千葉バーデイクラブでの開催となります。 

 ３月の行事が目白押しで、３月２５日（日）成田ロータリークラブ杯争奪サッカー大会

が中台運動公園競技場で四十雀チャンピオンカップ、少年サッカー大会を開催します。こ

の大会は中学校剣道大会と共に、成田ロータリークラブの２大冠大会です、会員の皆様の

お手伝いをお願いします。そして、３月３０日（金）コスモポリタンロータリークラブと

の二クラブ合同花見例会が米屋観光センターにて開催されます。余興にマジックショーを

計画しているそうです。 

昼間、二クラブのゴルフコンペをスカイウェイカントリークラブで行います。奮って参

加してください。先週お話ができなかった全日空（株）成田空港支店長 江塚春夫さんは

転出されるとの事、お名残惜しく思います。やっと皆様と仲間同士打ち解けたのに残念で

す、次職でのご活躍をお祈り致します。今日これから会員卓話があります。小池正昭会員

に千葉県の現状について、県議会議員でありますので皆さんの知りたいこと、問題点など

お話を頂きますので会長の挨拶はこれくらいで終わります。 

 

 

◇ 委員会報告 

・ロータリー財団・米山記念奨学委員会 秋葉 博行 委員長 

 ロータリー財団（マルチプルポールハリスフェロー） 

諸岡 靖彦 会員（１，０００ドル） 

 

・「エクレール・お菓子放浪記」プロジェクト委員会  

諸岡 靖彦 会員 

先週３月１６日の週報にありますように、その日夕刻、映画「エクレー

ル・お菓子放浪記」上映プロジェクトの打ち上げが盛大に行われました。

写真にあります様に、多くの会員と映画の製作に携わった華麗なゲスト

が集まってくれました。成田ロータリークラブ宛ての色紙にサインをい

ただきました。現物を回覧の上、事務局にて永久保管いたします。奉仕

活動が、自らも楽しみながら、今までにない様々なご縁（未来につながるかも知れない）

をいただいたことに感謝しつつ、報告いたします。特別ゲストの女優・山崎未花さんは、

近藤明男監督の次回作品の主演に抜擢されたそうです。 

 

・クラブ管理運営委員会   飯田 正雄 委員長 

 2 クラブ合同ゴルフコンペ参加者 ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝＲＣ13 名、成田ＲＣ13 名 

 花見例会参加者 ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝＲＣ38 名、成田ＲＣ31 名 

 親睦旅行に関し、旅行会社より説明していただきます。別紙参照 
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◇ 幹事報告   矢島 紀昭 幹事 

１、第５回 成田ロータリー・クラブ杯争奪サッカー大会について 

   日 時 ２４，３，２５（日） 

   場 所 中台陸上競技場 

   集合時間  開会式 午前８時 厳守 

           閉会式 午後２時３０分 厳守 

   参加者    開会式 １５名 

           閉会式 ７名      よろしくご協力お願いいたします。 

 

◇ 卓話 

～ 千葉県の財政 ～ 

小池 正昭 会員（社会福祉法人 三成会 理事長／千葉県議会議員） 

 本日は卓話の時間をいただき有難うございます。どのような話し
がいいか色々考えましたが、やはり身近な問題をお示しするのがい
いのではないかと思いました。本来、私は社会福祉法人の関係で仕

事をしておりますので、前回、そのお話をさせていただきたかった
のですが、時間もあまり無かったものでそうもいきませんでした。
今日は、県議会議員として議席をいただいておりますので、県会の
動き、或いは千葉県の中から今の成田がどういう状況かというよう
なところも踏まえて少しお話をさせていただきたいと思います。 

 現在、千葉県は 621 万の人口です。大体埼玉が千葉より若干大きい感じですが、財政の
構造とかはほぼ同じような状況です。ちょうど先週議決しました予算が 1 兆 6,001 億 800

万円。千葉県は、本当にお金がないと言われておりますが、実は千葉県だけではなく、全
国の都道府県みんなお金がありません。（東京を除いて）殆ど十分なことができないよう
な状況です。かつてはそうではなかったと思いますが、やはりバブル以前あたりから（国
の財政と連動してますので）厳しくなってきたと思います。県税収入４０％弱と書いてご
ざいますが、要するに県民のみなさん、法人の皆さんから頂けるお金が 1 兆 6,001 億 800

万円の予算のうちの 40％に満たないという現状、これが実は今の地方財政の状況でありま
す。ちなみに地元の成田市は、今年は多分 610 億円前後の予算を組んでいたと思いますが、
このうちの市税収入が 60 数％までいっていると思います。非常に財政的には豊かです。こ
れは全て空港の存在が大きいわけで、それに比べると県に行ってあれもこれもというよう

な思いもしていた部分がありますが、何と言っても、要望をいただいても何をやるにして
もお金がないと県の職員が先に言ってきます。これまで成田にいるとその辺の感覚がずれ
ていたのではないかだなと思いました。実は成田の市議会の議員というのは、市にお金も
あるのでやりがいのある仕事であったというのがよくわかりました。例えば御幣があるか
もしれませんが市民の要望も 5 年位するとだいたい叶えられて簡単なものだったら本当に
1 年ぐらいでやっていただけます。ですから成田市民は本当に幸せな都市にいるのだと。
ただそれが本当に幸せなのかどうか、幸福度になると若干本来は違うのではないかという
のを、今、まさに県政にいくと感じます。24 年度の予算を組むのですが、震災の影響の対
応が必要になってきますので、当初、各分局から入った要求額と想定する歳入との 600 億
円の差がありました。この 600 億円をどう埋めたかといいますと、当然、事業費を大きく
減らしました。事業費というのは、県民の皆さんへの直接的なサービスに繋がるものです

が、まずここから減らしていきます。国でもどこでも同じような議論をしておりますが、
歳出を兎に角減らす。ただ減らせばいいと言う問題でもないのでやはりやるべきことをど
うやるか、どうやって財源を確保するか。ここにちょっと書きましたが、基金の活用、つ
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まり貯金を根こそぎ今回は投入しています。25 年度、26 年度と復興の関係が掛かってき
ますので、ここまで一気にお金を用意しなければいけません。県はこの財政調整基金が 20

億円あります。（ちなみに人口 13 万人足らずの成田市が 60 億くらいあります）それとこ
こに退職手当債というのがありますが、これは本来ならば退職金を予算の中で人件費に計
上します。しかし国も都道府県財政が厳しいのがわかっていますから、県に対して借金を
認めます。そして認める＝国が後で面倒をみる、国は県が破綻する、或いは市町村が破綻
するということはできるだけ避けるわけですが、その分国が借金を肩代りしてもいいです
よということで、ある規模まで借金を認めます。実はこのことで退職手当債が徐々に増え
てきております。団塊世代の方が退職していきましたので、本来払うべき退職金を財政で
使い、それを借金で払うという異常な事態になります。当然借金ですからこれから皆さん
で返していかなければいけません。ちなみに 24 年度当初では、退職金を払うのに退職金の
ための借金を 150 億円しています。そういったことをしながら実は歳入歳出を帳尻合わせ
たというのが 24 年度の財政であります。そのうちの投資的経費（いわゆるこれから将来に

向かって使えるお金がどれだけなのか）が 1,480 億円です。１０％にも到底満たない金額
です。こういうような状況が今現在の県の情勢であります。その中でも成田空港をどうや
って活用するか、この戦略をきっちり立てないと他の都道府県との競争には勝てないと思
います。それは十分、認識していただいているのですが、残念ながら県議会の中に 95 名の
県議がいますが、この成田空港をもっともっと頑張れと本気で応援していただいている方
は案外少ないです。これは国政にいけばもっとそうかもしれません。本来、成田空港は県

としての財産なのですが、今はどちらかというと羽田への意識の方が非常に高まっている
ように思えます。先日、木更津の議員さんともお話しましたが、今日の新聞にも若干木更
津の地価の上昇があるというニュースが掲載されておりました。現実にはそういうことだ
と思います。木更津の皆さんからするとやはり対岸の羽田、この意識は非常に高くて、ま
た千葉市から東葛方面、こちらの方々にとっても羽田だけでなく両方使えるというのが皆

さんにとっては利便性が良くなるし、同じ県民なので、まず成田として考えて欲しいと我々
もよく言うのですが、なかなかその辺は意識が随分違うような感じがしています。ここ何
日かのニュースで、成田空港内の勤務者が、開港以来初めて減ったというのがあり私もか
なりショッキングでした。それも減ったと言うのは想像がついていましたが、1 万人減っ
たというのはとてつもない数字だと思います。ちなみに帝国データーバンクさんがやはり
新聞発表しておりましたが、県内に転入してくる企業と転出する企業の数は、転出が上回
っておりました。実は成田から 93 社、外に出てるというような現実もあります。これはす
べて成田空港の影響が大きく、その原因はやはり羽田の問題が大きくなっているという感
じはしています。当然、リーマンショックとＪＡＬの問題も重なりましたので、そういっ
た意味では本当に成田は厳しくなったなと思っています。先週の卓話でＬＣＣの話があり

ましたが、ＬＣＣは回数が増えても今までのＡＮＡさんやＪＡＬさんが路線を拡大するよ
りもその数十パーセント、何分の１ということになるんだろうと思っています。安い飛行
機に兎に角乗っていただかなくてはいけないというような時代になってくるわけですが、
安い飛行機に乗るために遠い成田へ高い運賃を払って来ていただくというのは、やはりこ
れは利に合わない。消費者にとってもなかなか優先順位は上がってきません。自分の家か
ら、ドアから飛行機に乗るまで目的地へつくまでのトータルの時間、コスト、こういった
ものをすべて縮減していく必要があるのではないかとおもっています。それにはこの二本
の道路（圏央道と北千葉道路）が重要になってきます。 

 

＜圏央道＞ 

１工区 稲敷ＩＣ－大栄ＪＣＴ間 平成 24 年度中開通を変更 

 土地収用法適用は不可避 部分共用もあり得る 

2 工区 大栄ＪＣＴ―松尾横芝ＩＣ 設計実施中 

3 工区 松尾横芝ＩＣ―東金ＩＣ 開通済 延長 15.7ｋｍ暫定２車線 

4 工区 東金ＩＣ―茂原長南ＩＣ 平成 24 年度中開通予定 
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5 工区 茂原長南ＩＣ―木更津東ＩＣ平成 24 年度中開通予定 

 

＜北千葉道路＞ 

県施工分毎年 30 億円の事業費を確保しつつも開通見込みは打ち出せない状態 

鎌ヶ谷以西は外環道開通（平成 27 年度）どの絡みがどのようになるか 

 

○がれきの広域処理 
3 月 16 日 内閣総理大臣、環境大臣より、『東日本大震災により生じた災害廃棄物の処

理に関する特別措置法』に基づくがれきの広域処理の要請がありました。4 月 6 日までが
回答期限でした。千葉県内では市川市、千葉市が表明、匝瑳市議会は決議 

民間業者で組織する千葉県産業廃棄物協会も前向きですが、千葉県の現状としてはただ
ちに受け入れは困難と言う姿勢です。なぜかというと焼却灰の受け入れ先がありません。
君津の最終処分場、エコセメント業者共に受け入れを中止しています。（高濃度の放射性

物質が検出されたため） 

柏、印西の灰はどこへも行きようがなくもめにもめております。今後の動向としまして
は、千葉市は独自の処分場を有しているため先行可能ではないか？成田市の対応としては、
成田市では建設中の新清掃工場が本格稼働予定ですので、秋以降が現実問題ではないかと
いうことです。 

色々な話が飛んでしまいましたが、私としては 1 点について集中してお話したかった部

分もあるのですが、折角皆さんにお話しできる機会をいただいたものですからなるべく広
いお話しをと思いました。且つ最近のニュース等で出ているような内容を少し織り交ぜて
みたつもりです。大変つたない卓話でありましたが、今後ともできるだけ例会に出席した
いと思っておりますのでご指導宜しくお願いいたします。 

 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

渡辺 孝 会員 3月 7日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

豊田 磐、平山 金吾、渡辺 孝、設楽 正行、近藤 博貴 

石橋 菊太郎、平野 省二、秋葉 博行、喜久川 登 

小川 賢、小宮山 四郎、石川 憲弘、諸岡 靖彦 

矢島 紀昭 各会員 

3月 10日 パスト会長会 

平野 省二、矢島 紀昭、橘 昌孝、佐藤 仁志、成田 温 

角田 幸弘、佐瀬 和年、大澤 浩一、仲村 盛政 各会員 
3月 22日 50 周年記念誌委員会 

成田 温 会員 
3月 24日

～26日 

地区青少年交換委員会  

スプリングキャンプ（沖縄）  

平野 省二、矢島 紀昭、佐瀬 和年、近藤 博貴 

石橋 菊太郎、小川 賢、小宮山 四郎、石川 憲弘 

諸岡 靖彦、神崎 誠、松田 泰長、小池 正昭 

小井戸 国雄、吉野 裕、遠藤 英一、小泉 英夫 各会員 

3月 25日 
成田ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ杯争奪 

サッカー大会 

平山 金吾 会員 3月 29日 米山記念奨学理事会 

詳しい例会内容を希望なさる方は、音声テープ・ビデオテープを御覧下さい。 

 

 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６２ ５８ ３５ ２３ ５６．４５％ １００％ 

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 
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第５回 成田ロータリークラブ杯争奪サッカー大会 
四十雀チャンピオンカップ大会 

少年サッカー大会 
期 日 平成 24 年 3 月 25 日（日） 

会 場 中台陸上競技場、球技場 

主 催 成田市体育協会・成田市教育委員会 

主 管：成田市サッカー協会 5 種部会 

    成田市サッカー協会 4 種部会 

後 援：成田ロータリークラブ 

協 賛：株式会社メガスポーツ 

    スポーツオーソリティ成田店 

事務局：成田市サッカー協会 5 種部会 

開会式 8：00～8：20  

 大会委員長挨拶 伊藤 博宣 

 大会顧問 平野 省二 成田ロータリークラブ会長 

 来賓挨拶 成田市長 小泉 一成 

  成田市サッカー協会顧問 宇都宮 高明 

 優勝カップ返還 NK（チャレンジ）ボレイロ成田（少年） 

 選手宣誓 前回優勝チーム ボレイロ成田（少年） 

閉会式 成績発表 大会事務局 

 表彰 大会顧問 平野 省二 成田ロータリークラブ会長 

  株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ成田店 

 大会副委員長挨拶 後藤 公博 

 

≪平野 省二 成田ロータリークラブ会長挨拶≫ 

成田ロータリークラブ杯争奪サッカー大会、四十雀チャンピオンカップ並びに少年サッカー大会の開

催にあたり、成田ロータリークラブを代表して、一言ごあいさつを申し上げます。 

 この大会も５回目を迎えます。昨年はこの大会を開催する直前に未曾有の大被害をもたらした、東日

本大震災が発生いたしました。そのうえ、福島原発事故による放射能汚染、多くの人達が犠牲になりま

した。震災は早、１年を過ぎ、いまだ多くの人達が生活の場を追われ、不自由な毎日を送っております。

幸いこの成田市は比較的被害が軽く安堵しております。 

 昨年、震災のためこの大会は一月ほど延期されました。お父さん達の四十雀チャンピオンカップ大会

がグランドの確保が出来なく少年サッカー大会のみの開催でした。今年はお父さん達の四十雀チャンピ

オンカップ大会は、２年分のゲームを心行くまで楽しんでください。ただ、発奮しすぎて怪我の無いよ

うお願いいたします。 

 さて、少年少女のみなさん、君たちはチームの監督、コーチの方々に今日の大会に出場するため、い

ままで一生懸命教わってきました。今日はこのグランドを目いっぱい使って、思いっきりプレーして下

さい。フェアープレーを期待します。そして震災で友達がばらばらに避難しているため、いまだサッカ

ーが出来ない東北のお友達に一日も早く元に戻れるよう、心をよせてください。 

 我々、成田ロータリークラブは昨年創立５０周年を迎えました。私たちは成田市及びその周辺の地域

に色々な奉仕活動を行っております。ここにいるお友達の皆さん、君たちがサッカーを通じて様々な体

験をし、ルールを守り大きく成長することを期待し、お友達の中からＪリーガーが出ることを願ってお

ります。そのために我々成田ロータリークラブは奉仕活動の一環として、青少年の健全育成に今後とも

お手伝いしてまいります。 

 最後になりましたが、この大会を支え運営にお骨折りいただいております、成田市体育協会、成田市

教育委員会、成田市サッカー協会の皆様に、感謝とお礼申し上げましてごあいさつと致します。 
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← 

平野会長によ

る始球式。 

華麗なボール

さばきでした。 


