
 1 

 

 

 

 

 

国際ロータリー2013～14 年度会長 ロン Ｄ．バートン 

  

第 2605回例会 平成 26年 4月 25 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      矢島 紀昭 会員 

◇ お客様 

千葉日報社 代表取締役社長 萩原 博 様 

成田支局長 高橋 律孝 様 

ROTARACT DUBAI    SCHULTZ DANI 

◇ ニコニコボックス 

角田 憲司 会員：私の趣味は走ることなのですが、年初にシーズン

中は毎月 1回フルマラソンを走ろうと目標を立てました。そして、先

週“かすみがうらマラソン”に行ってきました。これで 1〜4 月、毎

月フルマラソンに参加することが出来ました。タイムは大体 4時間程

度。マラソンの大会は 4月までしかないのでこれで最後だったのです

が、何でも計画を立てて実行するのは大事だなと思いました。無事に

年初の計画を達成できましたのでニコニコいたします。 

 

角田 幸弘 会員：日本大学情報工学科へ通っていた長男が「歯科

医を目指したい」ということで、横須賀にある神奈川歯科大学二年

生に編入で入学いたしました。長女は飯田橋にある私の母校の日本

歯科大学で同じ二年生です。想定外のダブル出費にかなり動揺して

おりますが、父の背中を追い、そして超えてもらいたいと願ってお

ります。 

 

設楽 正行 会員：私の 2、30年来の友人が 65歳で亡くなり、先日、

220～230人程度の偲ぶ会が行われました。そこで献杯の発声と 5分

ほどの挨拶を頼まれました。昨日は、私が仲人した夫婦の初孫の乾

杯の発声をしてくれと頼まれました。1週間のうちに献杯と、乾杯と

いう珍しい体験をさせていただきました。 

 

池内 富男 会員：昨日、“成田空港第 3滑走路を実現する会”とい

う発起人会が行われました。豊田さん、滝沢さんには副会長に就任

していただき、諸岡さん、小泉さんには監事になっていただきまし

た。この実現する会は 4 月 30 日の水曜日、10 時から商工会議所大



 2 

会議室で受付開始です。10 時半から 150 名から 200 名くらいの方々に集まっていただき

第 3 滑走路の立ち上げの気勢を揚げるということでございます。衆議院議員、参議院議員

数名の方に声をかけております。また県会議員の方が 3、4 名、成田市長、市議会から 3

名の方にご参加いただきます。国の方で最終決定に至っておりませんので、この辺で気勢

を揚げ第 3 滑走路への道筋を決めようと開催する運びとなりました。会費は年間 3,000 円

です。皆様、是非ご出席いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

◇ 会長挨拶   遠藤 英一 会長 

 皆様こんにちは。ここ数日、風も爽やかな良い季節となりました。 

本日は、卓話を頂戴することになっている千葉日報社の萩原博様、ようこそおいでくだ

さいました。後ほど卓話をよろしくお願いいたします。 

 さて、成田ロータリークラブは今年度の活動の一環としてクラブ広報の池内委員長にご

苦労いただき、主に成田空港を含めたこの成田地域を拠点とされているメディア各社の皆

様と定例の協議会を開催することといたしました。去る４月１５日に今年度最後の第４回

目の協議会を無事終了いたしましたが、とくに千葉日報社の高橋支局長様におかれまして

は、メディア関係者側のコーディネーターとなっていただき、大変ありがとうございまし

た。 

 この協議会は、まずクラブ側の先輩会員に順番に司会となっていただき、成田空港の現

状と未来図、成田空港を取り巻く環境も含めて成田の地域をいかに活性化するか等々、あ

らゆるジャンルの問題点あるいは努力目標等を議論し合いました。 

 確かに成田を生活または事業の拠点としている私どもクラブ会員にとっては「こんなこ

とにも気づかなかったのか」というような新鮮な話題がたくさん持ちあがりました。すで

に何度か話したかもしれませんが、まず、最近はＬＣＣの増便にもよりますが、成田空港

の利用者の中で京成成田駅近辺のホテルに宿泊される方が多く見受けられますが、京成成

田駅東口は急な階段となっており、昇りのエスカレーターはあるものの、降りのエスカレ

ーターはなく、大きなバッグを抱えたお客様が難儀されているのがよく見られました。こ

の点につきましては、先週の例会で卓話をいただいた小泉成田市長様から設置予定である

旨のお話がありました。 

 また、ＪＲ成田駅の東口と西口の往来につきましても、私どもは当たり前に考えていま

したが、西口側は急な階段とエスカレーターになり、自転車での往来も認められていない

ようで、意外と不便であることが分かりました。このように、どうしてもコップの内側を

見てしまう成田在住に人間にとりましては、グローバルに足を広げ、その地域ごとの特性

を客観的に見ることの経験が豊富なメディア各社

の皆様には都合４回の協議会を通じて様々かつ有

意義なご意見を頂きました。来年度も是非、このよ

うな定例協議会が開催されることを望んでおりま

す。 

 なお、この４月２０日には、毎夏開催している成

田ロータリークラブ杯中学生剣道大会に対しまし

て千葉県剣道連盟より感謝状を拝受いたしました
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ので、ご披露いたします。 

さて、本日の「一言、言わせろ」コーナーですが、クラブ外より卓話者をお招きしてお

りますので割愛させていただきますが、５月中に開催予定のホームミーティングではそれ

ぞれ十分にご意見をお聞かせください。最後になりましたが、ドバイローターアクトクラ

ブのダニー・シュルツ様、本日は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。楽しい時間をお過ごしください。ありがとうございました。 

 

◇ 表 彰 

米山功労者第 6回マルチプル 

設楽 正行 会員 

 

◇ 委員会報告 

・なりた環境ネットワーク  小川 賢 会員（出向者） 

第 1 回役員会が昨日 10 時から市役所で開催されました。56 団体

が参加しております。主な活動は空港通りの清掃、印旛沼ハイキ

ングなどです。参加者の中から成田市のトレイの数が少なく、汚

い、そういったこともこの委員会からやっていかなければいけな

いのではないかという意見が出ておりました。これから出席する

回数も増えていくと思いますが頑張りたいと思います。 

 

◇ 幹事報告  成田 温 幹事 

＜回覧＞ 

1. 例会会場変更のお知らせ 

柏 RC  新例会会場 ザ・クレストホテル柏                  

２．例会変更 白井 RC   多古 RC                                                  

  週報   富里 RC   成田 CRC 

３．ガバナー事務所より 5月のロータリーレートは 1ドル＝102円       

４．気仙沼 RCより鹿折 FC招待サッカー大会のお礼とバナーが届いております 

  鹿折 FC菅原代表が例会に招待され報告をされたそうです。 

  

～～～ サッカー大会招待の御礼 ～～～ 

気仙沼ロータリークラブ 会長 今泉直樹 

 貴クラブによるこの度の鹿折ＦＣの招待に対し、心より御礼を申し上げます。 

 年度末の仕事があり、ご挨拶が遅れまして失礼いたしました。 

 今週の例会ゲストに菅原洋一代表をお招きし、サッカー大会の報告をして頂きました。（例会の様子を同封

しました。）子供達が成田山にお参りし、大変喜んでいたそうです。本当に楽しい思い出になったと思います。ま

た、貴クラブのメンバーの方々が紳士的で感銘を受けたと語っていました。地元のロータリアンとして我々もしっ

かりしようと思いました。 

 この震災により、当クラブの会員 2 名がご夫婦で亡くなりました。また、会員多数が家屋の流失・全壊・焼

失・浸水の被害を受けました。 

 基幹産業の水産関係の壊滅により、会員企業の存続が危ぶまれていますが、今こそ「手に手つないで」
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前に進んで行く時であります。 

 震災後 3 年が経過いたしましたが、地盤沈下により土地の嵩上げが必要となります。土地区画整理事業

による対応（民地の嵩上げには、税金を使えないとのこと）が始まったばかりです。今後とも経済活動を通じてご

支援をお願い申し上げます。 

最後になりましたが、ご支援をいただきました会員の皆様に、感謝の意をお伝え頂きますようお願い申し上げま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ご連絡＞ 

１．富里 RC創立 30周年記念式典出席の報告 

   4月 22日（火） ラディソンホテル 会長、幹事出席 

   姉妹クラブ 台湾 トウフン RC  約 30名も出席 

２．5月 2日（金）はゴールデンウイークのため休会となります。 

３．ホームミーティングの費用をリーダーにお渡しいたします。 

  人数×￥５０００の領収書を後日、幹事までお願いいたします。 

 

◇ 佐藤英雄会員より卓話者紹介 

生年月日 昭和 29年 4月 3日 

出  身 東京都台東区 

最終学歴 昭和 53年千葉大学人文学部卒業 

成田空港開港の年です。成田国際空港問題に取り組んでいた村

山元英教授のお供で度々成田に来られて空港問題に取り組んで

いたという経歴があります。 

 

主な経歴 

昭和 53年 4月 千葉日報社入社 編集局校閲部配属 

昭和 54年 4月 同整理部 

59年 9月 同社会部 

62年 12月 同政治部 

平成 3年 3月 成田支局長 

6年 5月 編集局整理部課長 

7年 8月 広告局企画部課長 

11年 11月 成田支局長 

15年 2月 市原支局長 
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16年 5月 編集局政経部長・論説委員 

19年 2月 同局次長・政経部長・論説委員 千葉政経懇話会事務局長 

20年 5月 同局次長・論説委員・千葉政経懇話会事務局長 

千葉県ＮＩＥ推進協議会事務局長 千葉教育大賞事務局長 

21年 7月 理事東京支社長、論説委員・千葉政経懇話会事務局長・千葉教育大賞

事務局長 

平成 23年 8月 取締役東京支社長、特命事項担当、新事業推進室長、千葉政経懇話会

事務局長、取締役営業担当、千葉教育大賞事務局長 

平成 25年 7月 代表取締役社長 現在に至る 

 

◇ 卓話 

『成田空港とわたし』 

 

千葉日報社 代表取締役社長 萩原 博 様 

ご紹介いただきました千葉日報社の萩原です。本日は成田ロータリークラブの例会卓話

にお招きいただき、ありがとうございます。成田市という地域は、私にとっていろんな意

味で思い出深い土地です。私が大学生の時からご指導いただいた方のお顔も見え、今ここ

に、その地で講演する栄誉をいただけるとは、まさに深い縁（えにし）に導かれてのこと

と感慨無量でございます。 

 

ただ、残念なのは、公私に大変お世話になった鬼沢仲夫さんのお姿がないということで

す。長く成田空港対策協議会の会長として活躍された鬼沢さんのご尽力で、成田国際空港

および国際空港都市・成田の繁栄がございます。講演に入る前に、鬼沢さんのご冥福を祈

るとともに、世界一の国際空港そして空港都市にしたいという鬼沢さんの遺志を継いでい

くことを皆様と一緒に誓いたいと存じます。 

 

さて、冒頭述べました私と成田市との縁とは何か。やはり成田空港問題を抜きには語れ

ません。私が千葉大学法経学科の 3 年生の時、主任教授であった村山元英教授やゼミの仲

間、先輩や若手研究者とともに、実証研究に訪れたのであります。昭和 51 年暮れのことで

ありました。当時、県内のまちづくりや村おこしの研究に取り組んでいた村山先生が、「成

田空港問題は単に国家共同体の問題ではなく、地域共同体・生活共同体の問題」という視

点から学問的に研究しようと思い立ってのことでした。 

 

そのきっかけは、開港の前年だったでしょうか、成田青年会議所が「現状での開港に反

対」という声明を発表したことにあったと思います。そして、村山研究室での調査は翌年、

成田 JCの主催による市民懇談会へと発展して、村山研究室の千葉大生と成田 JCの皆さん

との共同作業へとつながり、提言としてまとまりました。また、研究室としても研究全体

をまとめた「地域主義の源流〜成田住民の研究」を発刊いたしました。 

 

その当時の成田 JC の有力メンバーで私が覚えているのが、理事長だった豊田さんであ
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り、鬼沢さんであり、滝沢さんであり、金時の加藤さん、洋品店の栗山さん、お弁当屋さ

んの加瀬間さんでありました。皆さん若くて、特に鬼沢さんや滝沢さんからは全学連の学

生より過激な言動をよく耳にしました。ノンポリな私には、怖すぎる皆さんでありました。 

さて、こんなことを経て私は千葉日報社に入社しました。昭和 53 年 4 月ですが、何と

前月に成田空港の管制塔が過激派に襲われ、開港が 5 月に延期すると言った事件がありま

した。しかし、私は編集局の内勤職場に配属され、取材記者ではなく、残念な思いを致し

ました。 

 

27歳になってようやく社会部へと異動し、成田空港問題の取材も始まりますが、当時は

過激派にセクトの学生と機動隊のぶつかり合い、ゲリラ事件、裁判では東峰十字路事件を

取材しておりました。三里塚公園での市街戦の時は、あいにく海外出張でニューヨークに

いまして、ニューヨークタイムズの 1面にでかでかと出ておりました。 

 

そうこうするうち、成田用水闘争などを契機に反対同盟が 3 派にわかれました。4,000

メートル滑走路 1 本の運用できた成田空港も問題解決のめどは立たず、膠着状態となった

わけですが、そこに村山先生の仕掛けで、地域振興連絡協議会が立ち上がり、反対同盟の

熱田派が話し合い解決に乗り出す機運が出て参りました。その時、最後の障害になったの

が、東山薫さんの死を巡る民事裁判で、東京高裁で逆転敗訴した県が最高裁へ上告方針を

打ち出したことで、熱田派が態度を硬化し、話し合い解決がピンチとなりました。 

その時、私は県政担当でしたが、肝心の成田支局からは複雑な成田空港問題の情報がま

ったく寄せられず、千葉日報としては報道面でまったくいいところがありませんでした。

当時の成田支局長は坂本さんといって、成田市生まれの方で、長谷川録太郎市長に小さい

時、遊んでもらったという話を聞いたことがあります。空港問題を取材するような、切っ

た張ったのタイプの新聞記者ではなく、長く文化部長を務めていたように、文化人タイプ

でした。 

 

そんな状況の中で、定例の知事会見の席上、東山裁判上告の問題で知事の考えを私が質

問。「円満な解決を望んでいる」という言葉を引き出したことから、事態が再び動き出しま

した。といっても、当時の私はまったくそのようなことになっているとはわからず、村山

先生から聞いて知ったのでした。そして、間もなく、私は成田支局へと異動させられまし

た。会社からは異動の理由、事情など一切の説明はありません。成田空港問題の動き、地

域振興連絡協議会の会長に村山先生が就任するといっ

た背景が考えられますが、その当時の会社は、そんな

政治的な配慮の上に私を異動させたとは思えませんで

した。今でも確信していますが、まったくの偶然だと

思います。ただ、その時の決定がその後の私のキャリ

アに大きな影響を及ぼしたことは間違いありません。

それがなければ、本日、社長として皆さんの前で講演

にすることはなかったでしょう。やはり、見えない何

かの手が動いていたのかもしれません。 
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実は、成田支局勤務は 2 回しています。1 回目は平成 3 年 3 月から 3 年間と、2 回目は

平成 11年 11月から 3年間です。同じ支局に 2回も異動するというのは、全く異例のこと

でした。 

 

1 回目は家族、妻と 3 人の娘と成田ニュータウンに引っ越してきました。当時は自殺の

名所とされた吾妻の雇用促進住宅です。 

 

さて、1 回目の仕事で思い出に残るのは、何と言っても空港反対派の主要な農民をイン

タビュー取材した「闘いに生きる」というタイトルの連載だったでしょう。戸村一作・反

対同盟委員長が同じタイトルの本を書いていますが、これはパクリですね。 

 

今見ると、取り上げた方々は懐かしい名前ばかりです。熱田派は、熱田一さん、石井武

さん、小川源さん、堀越昭平さん、石毛博道さん、梅沢勘一さんなど、北原派では、北原

紘治さん、市東東一さん、秋葉義光さん、小川派では小川嘉吉さん・喜平さんの兄弟など

です。  

 

この中には、すでに亡くなった方もいます。連載は 18 回で打ち切られました。実は 50

回を目標にしていたのです。ただ、毎日掲載するには、取材が追いつきませんでした。ま

だ、島寛征さん、柳川秀夫さん、石井恒二さん、島村昭治さん、石井新二さん、相川勝重

さんなどが残っておりました。 

 

当時の会社は私 1 人に連載を任せていた、というか丸投げしていました。少し間隔をあ

けてくれるよう社会部長に頼んだのですが、「だめ」の一点張りでした。応援をもらって取

材したこともありましたが、後が続きません。結局、打ち切らざるを得ませんでした。一

方、裏では「なんで、あんなやつを取り上げているんだ」という抗議電話が本社にかかっ

てきているという話を聞かされたり、県警が怒っていると耳打ちしてくれる社会部記者も

いました。私に対しても、反対派農民を支援するセクトから「こんなことで反対派闘争の

ガス抜きできると思ったら、大間違いだ」という脅しもありました。実際、冷戦終了後、

少しずつ土地を売却して闘争を止める農民が相次ぎました。成田市や空港公団など関係者

の地道な働きかけがあったと思いますが、長年にわたる闘争をやめる出口を探していたの

かもしれません。 

 

いずれにしても、取材に応じてくれた反対派農民の皆さんには、親しくしていただけた

し、農民の皆さんがそれぞれ止むにやまれず、反対運動に入っていったという事情や歴史

は、それなりに伝えることができたと思います。それほど、かつての国の公共事業のやり

方というのは問答無用だったということでしょう。 

私は空港問題を取材する上で、簡単ですが、ひとつの指針を自分で決めていました。第

一は、空港建設に協力してくれた人を大事にする、第二に、騒音下住民の声を優先して取

材し、国や公団、自治体に届ける、でした。反対派の皆さんの意見、置かれている立場は

尊重しますが、空港には賛成ですし、反対派農民にもそろそろ名誉ある撤退をすべきでは、

と内心は感じておりました。 
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さて、いろいろ紆余曲折あって、空港シンポジウムや円卓会議を経て表明された「空港

と地域の共生理念」は素晴らしい成果ですし、その後の共生委員会での取り組みもよかっ

たと思います。しかし、2,500メートル滑走路が本来とは逆の方向ですが、完成したこと、

何と言っても年月の経過が、「空港づくりは地域づくり」という共生理念や、日本の公共事

業のあり方を根本から変えると言った熱い思いや息吹のようなものが、何となく薄れてき

ているような感じがいたします。また、人権上の問題も含めて、島村昭治さんをこのまま

にしておいて、決していいとは思いません。島村さんの問題が解決できれば、成田空港に

新たな展開が訪れるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

なお、村山先生のことについては、成田市の皆さんとは疎遠な関係が続いています。当

時の状況の中で、しかたなかったということでしょうが、村山先生は千葉大学を退官後、

中京大学大学院で教えてから、米国のシアトル大学の特任教授として米国に滞在、昨年末

に帰国して芝山町の自宅にいます。個人的には、皆さん、高齢になってきたことでもある

し、関係の修復に向かえばいいなと思っております。 

 

さて、空港問題以外でも、成田の皆さんには本当によくしていただき、感謝しておりま

す。かつての JC の皆さんや成田山新勝寺、米屋さん、成田市の行政の皆さん、議会の皆

さん、本当にありがとうございます。これまで述べてきたように、私にとって成田は特別

な場所です。千葉日報社にとってもそうです。さらに今後とも、そうであることを祈念し

たしまして、私の拙い話を終わりにいたします。ご静聴ありがとうございました。 

 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 
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