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国際ロータリー2018～19 年度会長 バリー・ラシン 

  

第 2807 回例会 平成 30 年 8 月 3 日（金） 

◇先月の出席率  小泉 英夫 出席奨励リーダー 
先月の出席率は 74.66％です。8 月は暑いですが、出席、よろしくお願いします 
◇例会場の注意  香取 竜也 会員 Ｓ．Ａ．Ａ．（正） 
今月は、今日と最終週は新会員卓話です。ロータリーの目的の第一に「知り合いを広める

ことによって奉仕の機会にすること」とあります。じっくり傾聴していただければと思い

ます。 
また 2 週目は特別月間ロータリー財団・米山記念奨学委員会の卓話、そして 4 週目はガバ

ナー補佐訪問がございます。いずれも貴重なお話が拝聴できると思いますので、気品と風

紀を守り臨んでいただければと思います。外部行事としては、25 日にインターアクト年次

大会、26 日に中学剣道大会がございます。今期初の神﨑会長のターゲットでもあります「奉

仕を実践してロータリーを楽しもう」にあたると思いますのでどうぞよろしくお願いしま

す。 
◇ 点  鐘   神﨑 誠 会長 

◇ 国歌斉唱 
◇ ロータリーソング  奉仕の理想 
◇ 四つのテスト  矢島 紀昭 会員 
◇ 誕生日 
◇ 誕生日   
甲田直弘会員ｓ47.8.1、石田洋平会員ｓ34.8.27 
田渕公敏会員ｓ44.8.25 
【欠席】 
林作雄会員ｓ23.8.10、飯田正雄会員ｓ23.8.20  
湯川芳朗会員ｓ24.8.23 
諸岡正徳会員ｓ37.8.15 
 
◇ 結婚記念日   
田渕公敏会員ｈ11.8.25、齊藤三智夫会員ｈ20.8.13 
 
◇ ニコニコボックス 
堀口 路加 会員：8 月 4 日長男 29 歳が結婚式を挙げますので

ニコニコします。 
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◇ 会長挨拶   神﨑 誠 会長 
皆様、こんにちは。まだまだ暑い日が続きますが、ご健

勝のこととお慶び申し上げます。 
 
 7 月に観測した気象記録で、埼玉県熊谷市が 41.1 度（23
日）の最高気温を更新し、その他全体の 1 割強の 113 地

点で最高気温を更新したそうです。雨量では、3 日間で

観測史上最大が 25 都道府県 138 地点あったそうです。

また、台風 12 号は、観測史上初めて、東から西に日本列

島を逆走しました。平成最後の 7 月の気象は異例ずくめでした。 
 
 クラブでは、先週、地区会員増強・維持拡大委員長櫻井守様、副委員長藤﨑一成様によ

る卓話がおこなわれ、いろいろな資料から有益な情報を頂き、今後の活動に生かしていき

たいと思います。 
 
 委員会の名称も会員増強・退会防止から変更されました。名称のとおり、会員の維持も

今後重要となりますので、皆様もしも退会を考える方がいたら、在籍し続けることについ

て話し合って頂き、クラブのサポートと強化のためにも、多様性を認めることと、リーダ

ーシップを発揮されることをお願いします。 
 
 今月の予定で、来週 8 月 10 日は、地区委員によるロータリー財団の卓話となります（本

来のロータリー特別月間：米山は 10 月、ロータリー財団は 11 月）。成田ロータリークラ

ブでは、寄付金の募集を始める月でもあり、ロータリー財団・米山奨学委員会担当卓話と

して割り振りました。8 月 17 日はお盆で休会、8 月 24 日は石川ガバナー補佐訪問例会で

クラブ協議会となり、9 月 7 日のガバナー公式訪問事前情報収集などが目的となるもので

す。8 月 26 日（日）の中学校剣道大会には、大勢の会員の皆様の出席をお願いしまして、

会長挨拶とします。 
 
◇ 委員会報告 

・プログラム   矢野 理恵 リーダー 

例会前に委員会を開催し、8 月 9 月の日程調整をさせて頂きました。8 月 24 日はガバナー

補佐訪問、9 月 7 日はガバナー訪問と大きな行事を抱えています。ガバナー補佐訪問では

委員会報告、ガバナー公式訪問では通常例会の後、クラブ協議会・懇親会となっておりま

す。皆様には後ほどタイムスケジュールのファックスを流させていただきます。当日は集

合写真の撮影もありますので、服装に関しましてもあわせてご案内させていただきます。 
9 月の終わりには親睦旅行もございます。まだ間に合いますので、こちらの方にも参加し

ていただきたいと思います。 
 
・地区 RLI 推進委員会 
地区ＲＬＩからの報告です。今年度、9 月 1 日からブラッシュアップ研修としてファシリ

テーターのスキルアップ講座がスタートしていきます。今年は昨年と違った内容で 3 回に
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テーマを分けて目的を持ってやろうと言うことになり、1 回目はＲＬＩの目的、2 回目は実

践の知識編、3 回目は実践練習。成田の皆様には個別にファシリテーターの方にお話しし

ておりますが、たくさんの方に出席していただければと思いま

す。パートⅠからパートⅢが 2 月、3 月、4 月と日程が決まっ

ております。ぜひファシリテーターの資格のない方も振って参

加していただきたいと思います。横のつながりができますので、

ご自身のために、また事業発展のためにぜひ参加していただけ

ればと思います。こちらも後程、文書でご案内させていただき

たいと思います。 
 
・青少年奉仕   田渕 公敏リーダー  
ご報告とご案内です。8 月 25 日インターアクト年次総会につ

いて成田高校インターアクトクラブから生徒さん 2 名、引率の

早川先生が参加されます。クラブからは諸岡ガバナーエレクト、 

甲田奉仕プロジェクト委員長、小寺クラブ管理運営委員長の 3
名が参加する予定です。次に成田ロータリークラブ杯中学剣道

大会についてご案内です。ご案内のファックスとメール・回覧

を行っております。現在 15 名の参加を頂いております。事前にお渡ししてあるポロシャツ

を着て、是非、ご参加ください。 
8 時開場、9 時開会、場所は下総みどり学園です。できるだけたくさんの方にご参加いただ

ければと思います。 
 
・ロータリー財団・米山記念奨学委員会  諸岡市郎左衛門委員長 

（ロータリー財団委員会・米山記念奨学委員会共通） 
 神﨑会長のご挨拶の中でも協調頂きましたが、新年度

早々で、ロータリー財団、米山奨学へのご寄付の開始の時

期で、本日（8 月 3 日）の例会に、ロータリー財団、米山奨

学へのご寄付のご案内を回覧しております。今年度のそれ

ぞれの寄付目標額、寄付の方法として、「一括」でご寄付頂

く他に、月々一定額を分割しておわたし頂く「分割方式」

も用意していること、また、ご寄付者の氏名をご記入頂き

たいというもので、既に、7 月末までにご寄付頂いた方々のお名前は記載しております。

ロータリー財団委員会、米山記念奨学委員会の連名にてご案内しております。ご寄付のご

検討の程、宜しくお願いいたします。 
 
（ロータリー財団委員会） 
 次回例会（8 月 10 日）では、ロータリー財団についての特別卓話があります。講師につ

いては、地区のロータリー財団委員会の方に卓話を頂く予定です。どうぞご期待下さい。 
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（米山記念奨学委員会） 
7 月 27 日（金）例会終了後に、米山記念奨学委員会（第 1 回）を開催しました。神﨑会

長、平山幹事にもご臨席頂き、リーダー、サブリーダ含め委員 7 名が参加しました。 
 2018－19 年度の米山関連の主な取組について、委員間で認識を共有しました。特に、会

員の皆さまへのご案内としては、 
（１）2018-19 年度の寄付目標については、100 万円で、前年度と同額。ご寄付の仕方と

して、「一括方式」、「分割方式」を設けること、また、寄付へのご案内を例会で回覧

すること。これについては、先の説明のとおりです。 
（２）米山月間は例年１０月で、できれば１０月に卓話かあるいは会員の皆さまへの米山

に係る情報提供の機会を検討しております。 
 

・佐瀬会員より誕生記念に写真撮影について 

“誕生日に、こだわらずにご自分の都合の良い日に、撮影にお越し下さい。” 

「夏休みやお正月休み以外は、集まれない家族と一緒に、記念写

真を撮っておきたい」と言う、ご希望を持たれていらっしゃる

方々に、お答えして今回、全会員の皆様へ申込用紙をお配り致し

ました。 
撮影希望日を二日お選びいただき、撮影担当とお打ち合わせくだ

さい。 
 

◇ 幹事報告   平山 秀樹 幹事 
【回覧】 
・例会変更 印西ロータリークラブ 
・週報  佐原香取、白井ロータリークラブ 
・出欠表（剣道大会、親睦旅行）*親睦旅行の出欠は本日締切 
・ロータリー財団、米山記念奨学金 寄付者名簿 
・2018 年度 成田ロータリークラブ会員名簿ご確認のお願い 
・ガバナー事務所、ガバナーエレクト事務所夏季休業のご案内 
・RI日本事務局業務推進・資料室より「会員増強・新クラブ結成推進月間」月間リソース

のご案内と出版物リニューアルのお知らせ、Rotary Shopのご案内 

・「第１７回ロータリー全国囲碁大会」のご案内 
・成田市国際交流協会より「NEWS LETTER」No.230 と 
・成田日中友好協会より咸陽市公式訪問ツアー参加者募集 
・交通遺児育英会より「君とつばさ」第 335 号 
【連絡】 
・例会終了後、役員会を開催いたします。 
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◇ 卓話 

 ～～ 自己紹介 ～～ 
成田国際空港（株）取締役 松本 大樹 

まずはじめに自己紹介をさせていただきます。 
• 昭和 37 年 4 月 22 日生まれ 
• 父の仕事及び自身の仕事の関係で、以下のように全国

(及び海外)を転々としてきた。通った小学校は4つで、

最短では 21 日しか通わなかった学校も。 
 誕生～3 歳 鳥取県鳥取市 
 3 歳～7 歳 大分県大分市(~小学 1 年） 
 7 歳～11 歳 北海道釧路市(小学 1 年~5 年) 
 11 歳～15 歳 愛媛県松山市(小学 5 年~中学 3 年) 
 15 歳～18 歳 東京都渋谷区(高校 1 年~3 年) 
 18 歳～19 歳 愛知県名古屋市(浪人) 
 19 歳～30 歳 東京都中野区→練馬区→目黒区(大学 1 年~社会人・係長) 
 30 歳～32 歳 アメリカ合衆国ニューヨーク州(留学) 
 32 歳～36 歳 東京都渋谷区(課長補佐時代) 
 36 歳～38 歳 熊本県熊本市(熊本県庁出向) 
 38 歳～42 歳 東京都渋谷区(課長補佐~管理職振り出し) 
 42 歳～45 歳 アメリカ合衆国メリーランド州(在米日本大使館出向) 
 45 歳～現在 東京都新宿区→目黒区→練馬区(課長~) 
• 昭和 62 年 4 月に運輸省(当時)に入省。その後、時と場合に応じて職場と住まいを変

えながら今日に至る。 
• 特に専門分野があるわけでもないが、振り返ってみれば航空に関わることが一番長

かった。そのような縁もあってか、現在成田国際空港会社にて勤務 
 
これまでどんな仕事をしてきたか？ 

• 1992～94 年に米国コーネル大学に留学させていただいたことを契機に、国際的な仕

事に関わることが多くなった。具体的には、国連平和維持活動(PKO)担当への出向、

2004～2007 年に在アメリカ大使館で日米の交通関係案件を担当、国交省全体の国

際関係窓口、航空局にて国際問題担当など。 
• 一方で、地域活性化のための特区の活用や地域の取り組みの応援をしたり、リーマ

ンショックと公共事業削減に苦しんでいる中小建設業の支援など、非常に国内的な

仕事も、それなりに経験。 
• 1999～2001 年に熊本県庁に出向、交通政策担当として九州新幹線の建設促進、小

型機 1 機の日本一小さい航空会社「天草エアライン」の支援などを担当 
• 航空行政は過去 4 回経験。①空港整備計画づくり(係長時代)、②航空管制官の仕事

の取りまとめ(課長補佐時代)、③航空安全行政(課長時代)、④航空交渉、海外空港プ

ロジェクト等(審議官時代)、色々やりました。 
• これまでも仕事ではいろいろ大変な事態を経験してきたが、その中で最も過酷だっ
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たけどやりがいもあったのが、無人航空機(ドローンなど)対応のための法律改正。 
趣味 

• 社会人になってからは、多忙にかまけて大した趣味なし。 
• 外国勤務で増加した体重にショックを受けて、2008 年頃からランニングを開始。主

に週末に練習しているが、だんだんレベルを上げていき、2011 年 11 月、フルマラ

ソンに初挑戦するも、タイムは 5 時間オーバー。2012 年 3 月の再挑戦で、4 時間切

りを達成。ただし、ここ 2 年ほどは酒量アップのせいか 4 時間を上回ることも。 
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改正航空法について① 

 

改正航空法について② 
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改正航空法について③ 
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 ～～ 自己紹介 ～～ 
千葉ガス（株）佐倉支社支社長 桜井 誠 

東京ガスの桜井でございます。本日は貴重なお時間をいた

だきありがとうございます。 

本来であれば、資料等をお配りするところでございますが、

私の勘違いにより口頭のみでのご説明となりますことをご容

赦下さい（補足：資料は８／１０にお配りいたします）。本

日は、学生時代の成田での思い出と東京ガスの概要、特に防

災対策等について、お話をさせていただければと思います。 

 

■まず、学生時代の成田での思い出です。 

私の学生時代は１９８５年から４年間、今から３０年ほど前になります。その時、私は

陸上部に入り短距離（１００ｍ、２００ｍ、たまに４００ｍ）をやっておりました。私が

所属していた陸上部では、夏は長野の富士見高原で全体合宿、そして、春は種目別（短距

離、中長距離、走り幅跳び等のジャンプ、砲丸投げ等の投擲の４つのチーム別）に合宿を

やっており、１９８６年、８７年、８８年の３月に１週間ほど成田で合宿を行っていまし

た。 

練習をしていた場所は中台の陸上競技場で、宿泊場所は成毛屋旅館さんです。その当時

の記憶を思い出してみましたが、思い出せるのは宿泊していた旅館を外から見たイメージ、

中台陸上競技場までの道のりの途中の JRの踏切と、確か食品工場からの香り、そして陸上

競技場です。 

たいへん懐かしく思い、地図で確かめるとともに、成毛屋旅館さんから中台陸上競技場

まで、先日歩いてみました。成毛屋旅館さんにつきましては、参道に面していた記憶であ

りましたが、いざ確認してみると、参道には面していませんでした。また、外観もリニュ

ーアルされ、新しくなっていました。ただ、私たちが泊まっていた２Ｆの雰囲気は外から

見たところ変わっていないように思いました。 

 次に記憶のあるＪＲの踏切、当時は国鉄であったかと思います。そこは当時とあまり変

わっていないように思いました。競技場に向かうときはそこから下り坂でしたが、帰りは

練習でへとへとでたいへん辛い坂道であったことを思い出しました。そして、このあたり

では工場の香り、ということで、再確認いたしましたが、実は米屋様の工場からの香りで

あったことが判明いたしました。 

 さて、踏切から競技場までの道のり、実際に歩いてみたものの、記憶が残念ながら蘇り

ません。当時、少しでも近道を探しましたが、結局２通りくらいの道しかなかったと思い

ます。現在ある北囲護台団地はなかったのではないかと思いますが、現在の団地の西側あ

るいは東側あたりの道を経由して競技場まで行ったのではないかと思います。 

 陸上競技場は、３０年前もオールウェザーの立派なグラウンドでしたが、最近もリニュ

ーアルされたのでしょうか、たいへんきれいなグラウンドでありました。ここ最近は、と

ても走れる体ではないですが、こんどゆっくりで良いから走ってみたくなりました。 

 そして、合宿中には朝食前の散歩がありましたが、そこで新勝寺さんにお参りしたこと

を思い出しました。境内に入った時、ここで豆まきをするのか、と思った記憶があります。
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いずれにしましても、このようなご縁があったのだなと、たいへん懐かしく思ったところ

でございます。 

 

■学生時代の思い出としてもう一つ。成田国際空港様は、学生時代の卒業旅行の出発地と

いう思い出です。１９８９年の２月～３月にかけての１０日間程、（スーツケースではな

く）旅行鞄１つで、ヨーロッパ６カ国（イギリス、ドイツ、イタリア、スペイン、スイス、

フランス）を、回りました。今でいうバックパッカー的な旅行で、若い故できたのかなと、

たいへん懐かしく思います。それがきっかけというわけではありませんが、旅行が趣味の

１つで、成田国際空港さんには昨年もお世話になりました。 

 

■では、続いて本題の東京ガスの概要です。 

会社創立は明治１８（１８８５）年で、今から１３０年余り前になります。本社は東京

都港区、主なエリアは、東京、千葉、神奈川、埼玉、茨城の日立市、栃木の宇都宮市、群

馬の前橋・高崎市等です。 

現在、会社を取り巻く環境は、エネルギーの自由化ということで大きく変わりつつあり

ますが、歴史を振り返れば、今から１００年ほど前の明治の終わりの頃、まだガス事業法

が制定される前となりますが、東京の都心で、東京ガスと別のガス事業者とで競合状況と

なりました。２つの事業者が同じ道路にガス管を埋めるという競争で、すぐに行政・道路

利用者から懸念の声が上がり、１か月あまりで行政等からの仲裁により、両社が合併する

ことで過剰な競争は収まったという話がありました。 

当時のＤＮＡが東京ガスに残っているかどうかはわかりませんが、その競合状況を乗り

越えてきているので、今回もしっかりやっていきたいと思います。 

なお、現在の競争は導管を共用インフラとして、新規参入者と東京ガスが公平に使用す

るよう競争条件が整えられていますので、明治のような競合は起きることはありません。 

 

■続いて、私がいます佐倉支社の概要です。 

ご案内かもしれませんが、佐倉支社の前身は千葉ガスで、今から２年余り前の２０１６

年５月に、東京ガスと統合しました（もともと親子会社です）。佐倉支社の担当エリアは

７市４町で、成田市、富里市、佐倉市、八千代市、四街道市、そして千葉市の一部と八街

市の一部。町については、栄町・多古町・芝山町のいずれも工業団地と酒々井町となりま

す。 

成田市には約３万件のお客さまがいらっしゃいますが、成田の世帯数が約６万件ですの

で、成田市内の半分の方々にガスをお届けしていることになります。 

また、ガス事業を営むには協力企業様が無くてはならない存在でございまして、成田会

員にもこれまでたいへんお世話になったところでございます。 

 

■次は、東京ガスの地震防災への取組みについてお話をしたいと思います。先日も大阪府

北部地震等がございましたように、地震対策はガス会社にとって大きなテーマの一つです。 

地震防災対策につきましては、３つの大きな柱を掲げております。 

１つめが予防対策で、まず耐震性に優れたガス設備を設置することに取り組んでおりま

す。例えば、ガス管に関しては、高圧・中圧のガス管については、東日本大震災クラスに
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も十分耐えられる構造となっており、ご家庭に近い部分の低圧のガス管はポリエチレンと

いう素材でできており、軽くて柔軟で腐食しないガス管となっております。 

２つめが緊急対策で、二次災害を未然に防ぐことに取り組んでいます。例えば、ガスを

お使いの皆さまであれば、ご自宅にマイコンメータというガスメータが設置されています。

これは震度５程度以上の揺れを感知すると、安全装置が作動し、ガス供給を自動的に遮断

し、安全を確保しております。 

３つ目が復旧対策でございまして、迅速にガス供給を再開することに取り組んでおりま

す。例えば、先般の大阪北部地震の際には、全国からガス事業者が駆けつけ、復旧作業に

あたりましたが、災害時には事業者相互に応援する仕組みができております。これにより、

今回は地震発生から１週間程度で普及することができました。一方、電気や水道に比べま

すと、復旧までの日数を要しました。安全を確保しつつの復旧作業のためでございますが、

今後とも迅速な復旧のためにいろいろと取り組んでいく必要があると思っております。 

 

以上申し上げましたとおり、東京ガスとしましては、地震対策等にしっかり取り組み、

安全をベースに今後とも事業を展開するとともに、地域の発展のために引き続き貢献して

まいりたいと存じます。 

簡単ではございますが、私からの卓話とさせていただきます。どうもありがとうござい

ました。 

 
◇ 点  鐘    神﨑 誠 会長 
 
 

第 2 回理事会 
 

1. ８、９月の例会及び事業、行事計画の確認 

  

8月 3日(金) 会員卓話 松本会員、桜井会員 理事会 

10日(金) 特別月間卓話 ロータリー財団 

17日(金) 休会 

24日(金) クラブ協議会－３ ガバナー補佐訪問 

25日(土) インターアクト年次大会 

26日(日) 中学剣道大会 

31日(金) 会員卓話 高根会員、林会員 ９月分理事会 

9月 7日(金) ガバナー公式訪問 

14日(金) 
納涼例会 （夜間移動家族例会） 

会場：ANAクラウンプラザホテル成田 

21日(金) 特別月間卓話 担当：奉仕プロジェクト委員会（青少年奉仕） 

28日(金) 

親睦旅行 行先：香港 29日(土) 

30日(日) 

承認 

 

2.新盆お見舞いに関する件 

・諸岡（市）会員→石橋会員→山田会員の順番で 8月 10日に新盆見舞いの予定 

後程、詳細をＦＡＸ 

承認 
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3.会員退会 

・7月末で退会 藤崎礼子会員 

承認 

4.地区会員増強・維持拡大セミナーに関する件 

・日時:8月 25日(土) 13:30受付開始  14:00 点鐘  

・場所:TKP ガーデンシティ千葉 

・出席者：神﨑会長、村嶋会員 

承認 

5.ロータリー財団、米山記念奨学セミナーに関する件（予定） 

・地区ロータリー財団セミナー 

  日時：9月 1日（土） 13：00 点鐘 

  場所：TKP ガーデンシティ千葉 

  出席者：神﨑会長 

承認 

6.地区米山記念奨学委員長セミナー 

日時：8月 25日（土） 13：30点鐘 

場所：千葉商工会議所大ホール【14階】 

出席者：平山幹事、ローソン会員 

承認 

 7.成田スポーツフェスティバル協賛について 

ＴＤＬチケット 3枚 7,400円×3＝22,200 円 

承認 
 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

７１ ６９ ４４ ２５ ６３．７７％ ７２．８６％ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

神﨑 誠、平山 秀樹、土井 英二、成田 温、香取 竜也 

村嶋 隆美、小寺 眞澄、諸岡 市郎左衛門、小泉 英夫  

各会員 

7月 13日 第 2回理事・役員会 

ローソン かおり、浅野 正博、平野 省二、角田 幸弘 

堀口 路加、ポール ツジ、諸岡市郎左衛門各会員 
7月 27日 

ロータリー財団・米山記念奨学委

員会 

矢野 理恵 会員 8月 1日 第 6回 RLI推進委員会 

神﨑 誠、平山 秀樹、石橋 菊太郎、松田 泰長 

小寺 眞澄、齊藤 三智夫、矢野 理恵 各会員  
8月 3日 第 2回プログラム委員会 

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 

 


