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国際ロータリー2015～16 年度会長 K.R. ラビンドラン 

  

第 2687 回例会 平成 28 年 1 月 15 日（金） 

 

◇ 先月の出席率 

 ・出席奨励   川島 利昭 会員リーダー 

先月の出席率は 76.28％でした。上期の皆出席は、石橋、橘、小川、矢島、神崎、長原、

堀口、佐藤各会員、他数名です。下期も含めて頑張っていただければと思います。本日は、

新年風のお料理をアレンジさせていただきました。 

◇ 月初めのお願い 

・Ｓ．Ａ．Ａ．（正）  後藤 敦 会員 

月初めですので、抽選で席を決めさせていただきました。カードを持って席に着いていた

だくことで混乱がなくなりました。ありがとうございます。 

 

◇ 点  鐘   佐瀬 和年 会長 

◇ ロータリーソング    我らの生業 

◇ 四つのテスト      高橋 晋 会員 

◇ お客様 

 成田コスモポリタンロータリークラブ 

   滝澤 政樹 様、金子 公久 様 

◇ 誕生日   

大木健弥Ｓ19.1.2、山田真幸Ｓ25.1.10、神崎誠Ｓ33.1.17 

【欠席】 

大澤浩一Ｓ23.1.17、横田匡彦Ｓ30.1.28、浅野正博Ｓ48.1.11 

 

◇ 結婚記念日 

山田真幸Ｓ54.1.25、杉浦健Ｈ15.1.11、笹子恵一Ｈ5.1.11 

【欠席】 

湯川芳朗Ｓ54.1.22 

 

◇ ニコニコボックス 

近藤 博貴 会員：12 月の初旬、ＨＵＭＡＸで「海難１８９０」

という映画を観てきました。この話については、平成 25 年(2013）

8 月号の「ローターの友」に掲載された記事を思い出してコピーを

しました。 

 このプリントは国際ロータリー第２６４０地区のＩＭ(和歌山城

南、和歌山南ＲＣ)で行なわれた基調講演の要旨で、講演者は和歌
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山県串本町の田嶋勝正町長です。１８９０年(明治 23 年)９月 16 日に潮岬大島の樫野崎海

岸で起きたトルコの軍艦「エルトゥール号」の海難事件に関連した話です。ロータリーの

奉仕の心に通じるものがあり、ご一読いただければ幸いに思います。 

 

堀口 路加 会員：地区米山記念奨学委員会からの報告をさせて

いただきます。1月 9日（土）に 2016 年度の米山記念奨学生の選

考試験を実施し、翌 1 月 10 日（日）に選考会議で次年度新規奨

学生 20名を決定しました。次年度米山記念奨学生はこの 20名と

今年度からの継続生 6名を合わせ 11の国と地域の 26名になりま

した。既にガバナー事務所を通じて世話クラブ、カウンセラーの

お願いの文書を出させていただいておりますが、次年度は是非とも成田ロータリークラブ

でも奨学生をお引き受けいただきますようにとお願いしているところです。地区委員とし

て一つの大きな節目となる次年度の選考を無事終えたことを報告しニコニコさせていただ

きます。 

 

◇ 会長挨拶    佐瀬 和年 会長 

例会前に、55 周年記念実行委員会が開催されました。式典

を盛り上げる催し物、記念品等、矢島 55周年記念実行委員長

を中心に話し合われました。会長としての立場において大変

感激した場面もありました。後日矢島実行委員長からお話が

あると思いますので楽しみにお待ちください。また、例会終

了後には 55 周年記念事業コンサートの委員会もあります。 

佐瀬年度の三本の柱であります 55 周年記念式典、55 周年

記念事業コンサート、そして海外支援である新モンゴル高専支援を充実させてまいります

ので、ご協力よろしくお願いいたします。 

モンゴル支援に関する趣意書 

新モンゴル高専支援 

今年度会長ターゲットの巻末に掲げた「世界に一番近いロータリークラブ」の行う活動

の中に、国際奉仕活動があります。 

成田ロータリークラブがお世話させて戴いていた、モンゴルの留学生シルネン・ブヤン

ジャルガル（Shirnen Buyanjargal）が新モンゴル高専の初代校長となり、学校運営の要と

なりました。彼は日本で学んだ教育を基準にして、新モンゴル高専のカリキュラムを検討

するにあたり、授業に使用する教材、教室で使用する什器備品に至るまで、日本の製品が

最も相応しい物であると判断し、成田ロータリークラブに機材調達の協力依頼がなされま

した。それを受けて成田ロータリークラブでは 2015 年 10 月上旬、佐瀬、平山、堀口の三

名がモンゴル視察を行いました。新モンゴル高専側も独自に機材調達は行っております。

その結果、日本製の物は中古品であっても、堅牢で使い易いと判断されました。 

私達の視察結果でも、校舎屋は素晴らしい建物であるが、内部の机椅子等の什器備品、

授業に使用する教材が粗末な物である事を確認いたしました。 

わずかな滞在期間で判断するのは無理がありますので、新モンゴル高専側からの率直な
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要望をリストに纏め提示して戴きました。（別紙にリストを添付いたします） 

生徒たちの純粋な学業習得意欲を担保する手助けになりたく存じます。 

成田ロータリークラブ皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

成田ロータリークラブ会員各位へお願い 

リストを吟味して、無償提供して戴ける物がございましたら、お示しください。 

■不要になったノートパソコンの提供（壊れていても良い、分解教材として使用する） 

■無償提供して戴ける製品リストの提出 

まず、この事から始めたいと考えております。連絡窓口は佐瀬が担当いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※すべてのものが中古品で大丈夫です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 委員会報告 
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・社会奉仕  佐藤 英雄 リーダー 

本日、例会終了後、成田ロータリークラブ 55 周年事業奉仕プロジェク

ト委員会の準備会をちどりで行います。 

 

・米山記念奨学 日暮 俊久 リーダー 

堀口路加会員より一括、諸岡靖彦会員より積立で寄付を頂きました。 

ありがとうございます。 

 

◇ 幹事報告  深堀 伸之 幹事 

≪回覧≫ 

・週報  成田コスモポリタン、佐原、旭ロータリークラブ 

・成田市体育協会 60周年記念誌 

・成田ユネスコ協会創立 40 周年記念行事「ユネスコのつどい」 

・社会福祉協議会 「福祉なりた」NO.117 

・国際交流協会 NEWSLETTER1 月号 NO,199 

・交通遺児育英会 君とつばさ 

・ハイライトよねやま 190 

・国際ロータリー日本事務局 業務推進・資料室より 

２月「平和と紛争予防 / 紛争解決月間」のリソースのご案内 

≪連絡≫ 

・1月のレート 120円 

・行事予定表 

・2月 26日新酒を飲む会、2月 28日 インターアクトクラブ共同募金 

・ホームミーティングの日程表 

１班 1/27（水）18：30～菊屋、２班 2/10（水）18：00～鳥正 

３班 1/22（金）18：30～Ｕ－シティホテル、４班 1/27（水）18：00～一福 

５班 1/21（木）18：30～一福、６班 2/4（木）18：30～一福 

※担当のグループ以外に出席される場合、リーダー又は事務局までご連絡ください。 

・年賀状をたくさんいただいておりますが、石指元会員より国土交通省を退職され、ＡＮ

Ａホールディングスに勤務されているそうです。 

 

◇ 卓話 

～～～ 自己紹介と私の仕事 ～～～ 

村嶋 隆美 会員／社会福祉法人豊立会 玲光苑 

 皆さんこんにちは。昨年の 10月 30日に入会させていただき

ました社会福祉法人豊立会の村嶋でございます。本日の卓話を

担当させていただきます。しばらくお付き合いをいただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

 私はこのクラグでは新人ですので、本日は自己紹介とこれま

での仕事についてお話をさせていただきます。 

 まず、これまでの私の経歴からお話をさせていただきます。 
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 私は昭和 28年 10月 10日に当時の千葉県印旛郡公津村に生を受けました。成田市が誕生

したのが翌年昭和 29年の 3月 31日ですので、学齢で言えば成田市と同い年になる訳です。

成田市はまだ 61歳ですが。私は現在、満 62歳です。 

 学校は地元の成田市立公津小学校、同じく西中学校、成田高校を卒業後、日本大学法学

部に進みまして、昭和 51年の 3月に卒業をいたしました。当時はそれまでの高度経済成長

が終焉を迎え、就職難の時代でありました。そのような状況ではありましたが、私は長男

であるので地元の成田市役所に就職したいと考えておりました。しかし、卒業の年の昭和

51年度は成田市役所の職員募集は無かったため、それまでお世話になっていた埋蔵文化財

の発掘調査のアルバイトを続けて翌年の募集に備えておりました。 

 このアルバイトは大学 1 年生から始めて通算 5 年間お世話になったのですが、土地の開

発に先立って行われる遺跡などの埋蔵文化財調査を教育委員会が行っていたものを手伝わ

せていただきました。JR成田駅西口地区の区画整理事業などいろいろな開発現場の発掘調

査を行いましたが、市内の各地で様々な石器や土器、勾玉などが出土し、縄文時代から弥

生時代、古墳時代の竪穴住居の住居跡が多数発見されました。成田市内の高台には古くか

ら人が住んでいて、昔から住み易い地域だったようです。竪穴住居には調理などに使われ

たと思われる炉やカマドが設置されており、食器と思われる土器なども残されていて生活

感があり、当時の生活を想像させられるものでした。 

 話を戻しまして、成田市役所の話ですが、大学卒業の年の翌年昭和 52年度の採用試験に

通りまして、入所できることになりました。ちなみに更にその翌年の昭和 53 年の 5 月 20

日には成田空港が開港しましたので開港前夜という時期でした。 

成田市役所では当時の総務部庶務課で、文書管理と条例等の制定改廃手続きを行う係に

配属され、約 6 年間勤務いたしました。その後、同じ部で市の予算編成や予算執行を管理

する財政課で約 7 年間勤務いたしました。次に異動したのが市の総合計画の策定や進行管

理、統計調査などを行っていた企画課でありまして 7 年間勤務いたしました。ここで大先

輩であり私の顧問である沢田会員と一緒に仕事をさせていただき、ご指導をいただきまし

た。次に市議会の議会事務局に 7 年間勤務、その次に当時の大栄下総両町との合併事務を

統括する合併対策課に 2 年間勤務、その後、再び議会事務局に 2 年間、ここでは合併後の

議員定数 60 人の議会を経験させていただきました。次に企画課、企画政策課に課長として

2年間勤務、空港部に部長として 2年間勤務、ここでは成田空港の空港容量 30万回化に向

けた地元との協議が鮮明な記憶となって残っております。そして最後に総務部に部長とし

て 2年間勤務という経験をさせていただきました。この通算 37年間の役所生活を振り返っ

てみますとほとんどが管理部門の仕事でしたが、振り返って印象に残っているのはやはり、

ルーティンワークではなく特別な事業を行う仕事でした。 

 その一つが今から 10年ほど前の市町村合併の仕事でした。我が国の市町村合併の歴史は

大まかに言うと明治の大合併、昭和の大合併、平成の大合併の 3 つの大合併により大きく

進んできております。明治の大合併は、それまでに複雑になっていた行政執行の構造を整

理するために市制、町村制を取り入れ、それまでの自然発生的な地縁共同体の町村を整理

するための合併推進であり、明治 22年頃の合併推進により 7万を超す町村が 5分の 1の 1

万 6,000 ほどに減少しました。地縁共同体だった町村が合併しておおむね一つの小学校区

の区域を有する規模の町村になった段階でありました。私が生まれた公津村もこの頃の合

併によって生まれました。その後も合併は進められていきましたが、次に大きく動いたの
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が昭和の大合併です。戦後に大きく変わった行政執行制度に対応できるように市町村の行

政執行能力を充実する必要があったので、さらに市町村合併を進めたのでありました。こ

の大合併で昭和 28 年に約 1 万あった市町村が昭和 36 年には約 3 分の 1 の 3,500 に減少し

ました。成田市も昭和 29 年 3 月 31 日に成田町と周辺の 6 つの村が合併し人口 4 万 5,000

人の市として誕生しました。公津村も成田市の一部となった訳です。その後も合併特例法

という合併を促進する法律が時限立法として制定され、延長を繰り返していましたが、あ

まり合併は進まなかったようです。その次が平成の大合併ですが、これはかなり国が力を

入れて推進したもので、平成 14 年に約 3,200 あった市町村が平成 18 年には約 1,800 まで

に減少しました。国はこの合併推進は地方分権の受け皿としての基礎自治体の力を強化す

るためだと説明していましたが、背景に国の財政難があったことは周知のとおりです。 

千葉県も国の方針を受けて県内の市町村合併に向けて合併のパターン案を示すなど大変力

を入れていました。 

 そのような中、成田市もこれに応えるような形で合併を模索しておりましたが、合併の

構成や合併方式などの条件で合意に至ったのが旧下総町、旧大栄町との合併でした。私は

平成 16年 4 月に成田市と下総町、大栄町との合併を目指した 1市 2町による合併協議会事

務局の一員としてこの合併の準備作業に加わりました。主に合併後 10年間の新しい市の建

設計画の策定と 1,500項目にわたる事務事業の調整が 2つの大きな仕事でした。 

 新市建設計画の策定については、その案ができた段階で住民説明会を各地で開催しまし

たが、住民の皆さんからは建設計画以前の合併自体への賛否についての様々な意見が出さ

れ、地域によってかなりの温度差がありました。 

 また、事務事業の協議調整が難航し、事務レベルでは解決せず首長レベルの協議を行っ

たケースもありました。事務事業の調整はそれまでに 1市 2町でそれぞれに行ってきた様々

な事務事業の種類やレベルを 1 本化する作業で、簡単にはいかないことは当然なのかも知

れません。様々な項目がありましたが、最後まで難航した項目は、農業委員会の委員の定

数だったと記憶しています。 

 いずれにしても、市町村合併のような大きな転換期にどのような考えの首長や議員がい

るかで合併そのものの成否が決まり、その後長い間の住民が受ける行政サービスのレベル

に違いが出てくることもあり、大げさに言うと運命や巡り合わせのようなものを感じます。 

 私個人にとっては平成 18 年 3 月 27 日の合併までの約 2 年間は大変でしたが、市町村合

併という歴史的な事柄に参画できたことを幸せに思っております。 

 次に印象に残っている仕事は、平成 22 年度の成田空港の年間発着容量 30 万回への拡大

に向けての地元協議でした。国内を見渡しても空港部という組織を持つ市町村はあまり無

いのではないかと思いますが、成田市には成田空港に関する騒音対策や地域振興を担当す

る空港部という組織があります。平成 22年のことでありましたが、その部長としてこの成

田空港の年間発着容量 30万回への拡大に向けての地元協議に望んだ訳ですが、大変困難な

作業になることが予想されておりました。成田空港の騒音の影響を受けている地域の住民

の皆さんにとってはそれまでの約束の年間発着枠 22 万回から一気に 30 万回まで伸ばした

いという提案は簡単には受け入れられないのではないかと考えられていたのです。 

 しかし、実際の結果としては成田市と芝山町を中心とした空港周辺の９市町や空港会社、

県が協力して地元協議にあたり、条件付きながら現在の 30万回を地元が了承することとな

りました。 
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 成田市内の地元協議は騒音地域の集会所等で小泉市長を先頭に成田市の職員や空港会社

の社員、場合によっては県の職員も参加して地元の皆さんに騒音の予測や対策について説

明し意見交換を行っていくという作業を 40 回あまり行い、大変厳しい意見が出され、地域

による意見の違いなどもありましたが、最終的には空港を地域の財産として地域づくりに

生かしていくべきだとの大局的な考えに理解を示していただき、騒音地域の皆さんとして

は苦渋とも言える決断として了承していただいたものでした。国、県、空港周辺の 9市町、

空港会社の 4者で正式に成田空港の年間発着枠を 30万回まで拡大することを正式に確認し

たのは平成 22年の 10月でした。 

 このことは首都圏の航空需要の拡大や羽田空港の国際化などに押されてのことと理解し

ておりますが、これだけ短期間に合意に達した背景には空港周辺地域の危機感があったと

思います。 

 現在は夜間飛行制限の緩和や第 3 滑走路の建設について検討が行われているようですが、

これらの空港の機能強化は我が国の更なる経済的な発展のためにも成田空港が内外の空港

間の競争を勝ち抜いていくためにも、また、空港周辺地域の発展のためにも必要だと思い

ますが、これと併行して騒音地域の住民の皆さんへの抜本的な対策の検討を行っていく必

要があろうかと思います。 

 次に、現在、その経営に携わっている社会福祉法人豊立会、玲光苑の事業についてお話

をさせていただきたいと思います。 

 豊立会は、昭和 62年の 8 月に成田市の押畑に特別養護老人ホームの事業を開始し、その

後、順次事業を拡大し約 30年の歴史を持つ社会福祉法人でありまして、現在、成田市と習

志野市において様々な事業を展開しております。現在の事業内容の概要をご紹介させてい

ただきますと、まず、特別擁護老人ホームでありますが、市内の押畑に定員 110 名の老人

ホームと習志野市の谷津に定員 90名の老人ホームを運営しております。習志野市内で運営

する老人ホームは昨年の 2 月 1 日にオープンしたもので、京成谷津駅から徒歩 6 分の住宅

地の中に建設したものであります。この建物はその外観を周辺に溶け込んだものとし、更

に 1 階部分の大きなスペースを地域交流のために用意し、立地する地域との交流連携を目

指しています。次に通所介護いわゆるデイサービスについては、市内の新町と押畑、そし

て習志野市の屋敷の 3 カ所でデイサービスセンターを運営しております。また、市内松崎

地先においては認知症に対応したグループホームと施設への通いや短期間の宿泊、利用者

宅への訪問介護を柔軟に組み合わせた日常生活支援を行う小規模多機能型居宅介護施設を

運営しております。 

 その他、短期入所いわゆるショートステイ、訪問介護事業、訪問看護事業、訪問入浴事

業、居宅介護支援事業など様々な介護事業を幅広く行っております。更に地域包括支援セ

ンターについても成田市内で 2 カ所、習志野市で 1 カ所の計 3 カ所をそれぞれの市から委

託を受けて地域の高齢者の相談窓口として運営しております。また、障害によって働くこ

とが困難な方の日中の活動をサポートする地域活動支援センターを両市にそれぞれ 1 カ所

運営しております。このように豊立会は介護事業を中心に幅広く福祉事業を展開している

ところでありまして、今後も社会福祉法人に求められる役割を再認識して、介護保険制度

の改正に適応した事業展開をしていくとともに、引き続き各種介護サービスの質の向上に

努め、地域福祉の発展のために貢献して参りたいと考えております。まだ入会したばかり

で理解が十分ではありませんが、この法人経営の判断指針としてロータリークラブの理念
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や職業奉仕の考え方などを位置づけていきたいと思っております。 

 

 話は変わりますが、先日、私は人権擁護委員の委嘱を受けました。千葉市にある千葉地

方法務局で委嘱状の交付を受け、1 日がかりの研修を受けて参りました。人権擁護委員は

全国に 1 万 4,000 人、千葉県に 450 人ほどが委嘱を受け活動しているとのことでした。今

後、私も成田市の 12人の先輩委員とともに人権相談や人権啓発などの活動を行う訳ですが、

私にとってはまた一つ新しい仕事が始まります。この活動についてもロータリーの考え方

の中にある奉仕の理念と高い倫理基準を保ちながら行動していきたいと考えております。 

 まとまりませんが、本日は自己紹介と私の仕事についてお話をさせていただきました。

ご清聴ありがとうございました。 

 

◇ ミニ卓話 

近藤 博貴 会員 

田嶋勝正氏の講演のなかに、串本町の無量寺の金庫の中から

エルトゥールル号の遭難で助かった５３人の診断書と助かっ

た人々をイスタンブールに送り届けたときに、トルコ側から

「遭難者のために使った薬価、施術料の費用を請求してくださ

い」という旨の文書が来たのに対して、串本町樫野の集落の

人々は、費用はいらない、その金は遭難した人達に差上げて欲

しいという返書の写しが出てきたそうです。田嶋氏は、過去にこのような精神を持った日

本人がいたことを多くの人々に知って欲しいと言っています。ロータリーの奉仕の精神に

も通じるものと思います。 

 千葉県御宿町でも１６０９年９月、スペイン船サンフランシスコ号の遭難で、乗船して

いたフィリピンの臨時総督ドン・ロドリコら３１７名の人々を救助した話が伝えられてい

ます。彼らは徳川家康、家光に面会し、当時の時計を贈ったと言われています。彼らは３

年後、木造船を建造してメキシコのアカプルコへ帰還したと伝えられています。当時フィ

リピンはスペインの植民地でした。 

 

◇ 点  鐘   佐瀬 和年 会長 

 

 

第 2回 メディア協議会 

 

 司会進行  諸岡 正徳 会員 

 会長挨拶  佐瀬 和年 会長 

 講演  「成田第 3滑走路実現する会の活動状況について 

成田商工会議所 副会頭 諸岡 靖彦 様 

 乾杯   石橋 菊太郎 会員 

 参加メディア／お客様 

朝日新聞 大津正一 様、読売新聞 諏訪泉 様、時事通信社 石井靖子 様 

共同通信社 王曄星 様 千葉日報社 今井慎也 様 
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【時事通信社 石井靖子 様】 

第 3滑走路についてですが、国の資本対策をやられる方や、成田市役所の方、

ＮＡＡの方は今からが正念場だと思います。今も調査研究をやっていらっし

ゃいますが、実際第３滑走路を建設するとなると、具体的にどこを引っ張っ

て、飛行ルートはどうするかなど、その辺はさすがにまだ決まっておりませ

ん。それがかなり大変であろうと思います。一応一箇所を軸に今年度中まで

にやるとおしゃっています。そこを具体的に進めるのが、市役所の騒音対策

の方などご苦労が多くなってくるところでしょう。 

どちらにしても、羽田と成田、話を進めるにもバランスが大事かと思います。

思うのは、成田が大人になって、地域の問題に目配りして進めて行く。それ

には諸岡副会頭や商工会議所の考え方は素晴らしいと思います。 

 

【読売新聞 諏訪泉 様】 

今年の初めに読売新聞千葉県版で空港開港閣議決定 50周年という連載を 5回

しました。そうしましたら、数日前に届いた週刊『三里塚』で、このタイミ

ングでなぜあんな連載をやるんだとめちゃくちゃ叩かれて、みんなで落ち込

んでおりました。皆さん色んな考え方があるのですが、先日、反対派のみな

さんの旗開きに参加させていただきまして、北原派、旧熱田派、それぞれ特

徴があり、今だにこういう形で反対される方がいるんだと初めて成田に来た

ことを実感しました。確かに地元と国の間にすごい軋轢があり、それが半世

紀経っているわけですが、半世紀経つと闘争を知らない世代も地元に沢山い

ます。そういう中でこれからの成田の若い世代の方達がどうやって生きて行

くかという指針となるものを示すのも先輩たちの役割なのではないか。それを示すのが地元の経済

界、政財界の、まさに今ここにいるみなさんではないかと思います。私は部外者なので偉そうなこ

とは言えませんが、色んな方の声を紙面にそのまま伝えていくような報道ができればというのが私

の今年の願いです。 

 

【朝日新聞 大津正一 様】 

第 3 滑走路について、私見というか懸念です。おそらくできるでしょう。そ

の時、果たして成田空港は発展して行くのか？実は、羽田に美味しいところ

を取られて成田は小型の飛行機しか飛ばなくなるのではないか？アメリカの

北米線がトランジットしていますが過密状態です。仁川はライバルではあり

ません。客単価が安いので日本をトランジットにしたいんです。ただ、羽田

がトランジットできればそっちの方が断然いい。デルタはそれを狙って、こ

の前スカマークを支援しようとしましたが失敗。いずれデルタは羽田にと思

っているでしょう。そのへんを考えて何かをしなければいけないのではないかと思います。 

訪日外客数の増加についてですが、外国人の情報発信の仕方にあると思います。トリップアドバイ

ザーや Facebook で発信する人がかなり多く、この数年で加速しております。特にタイの Facebook

の利用率が高い。なぜかというとナルシストが多いと言われています。自分の写真を撮ってアップ

するのが大好き。日本人も発信していますが、一番情報に信頼性があるということで、それをまた
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外国人が同じように発信する。そして、リピーターが増えるという状況になっているため訪日外客

数の増加へ繋がっているのも一因かと思います。 

 

【千葉日報社 今井慎也 様】 

昨年の 10 月に赴任いたしました。その前は県庁で県政を担当していました。

滑走路の議論についても、その当時は県寄りで見ていました。第 3 滑走路が

動き出したきっかけは地元の皆さんの署名活動です。地元が動きだしたこと

によって急速に動きだしました。その当時から県を見ていましたが、県では

まったく動きがなく、今後も何かを積極的にやるということは考えられませ

ん。皆さんの活動も含め実現する会の動きがこういう動きに繋がったと思い

ますので、今後もこういう流れでやっていくしかないと思います。 

訪日外客数の増加についてですが、仕事で利用する飲食店で多国籍の方とお話しした時、日本の印

象として、漫画やアニメ、面白いものがたくさん、美味しい食べもの、なんでも楽しめるそうです。

そして大前提は安全。 

 

【共同通信社 王曄星 様】 

大先輩たちが発言されている中で、一番若い社会経験の浅い私は、訪日外

客数の増加について申し上げさせていただきます。 

一番は安全、平和であるということ。自分が行きたいと思った時、飛行時

間は 5、6 時間がベスト。治安、内政事情が良くないところは二の足を踏

みます。その点、日本は治安が良く、おもてなしの心があり、温かい。そ

れに加え、東南アジアの経済成長も大きく影響していると思います。今ま

では海外に行きたくてもお金がなかった。しかし、収入が増え、お金を貯

めて一生に一度の海外旅行であったり、映像で見て行きたいと思ったり。

それに加え、親日家。日本は不安の中で希望が見出せる国なんです。 
 

 

※平山会員よりニューモラルを全会員分頂きました。 

 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

渡辺 孝 会員 1 月 13日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

佐瀬 和年、深堀 伸之、吉田 稔、長原 正夫、矢島 紀昭 

後藤 敦、杉浦 健 各会員 
1 月 15日 55周年記念事業実行委員会 

佐瀬 和年、深堀 伸之、設楽 正行、吉田 稔、佐藤 英雄 

諸岡 靖彦、神﨑 誠、川島 利昭 各会員 
1 月 15日 

奉仕プロジェクト委員会 

（55周年記念コンサート） 

豊田 磐、石橋 菊太郎、橘 昌孝、小川 賢、佐瀬 和年 

石川 憲弘、諸岡 靖彦、矢島 紀昭、神﨑 誠、深堀 伸之 

平山 秀樹、甲田 直弘、堀口 路加、吉田 稔、小柳 政和 

諸岡 正徳、浅野 正博、菊地 貴、高橋 正 会員 

1 月 19日 第 2 回メディア協議会 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 
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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） 
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