国際ロータリー2015～16 年度会長 K.R. ラビンドラン

第 2688 回例会 平成 28 年 1 月 22 日（金）
◇
◇
◇
◇

点
鐘
ロータリーソング
四つのテスト
お客様

佐瀬 和年 会長
それでこそロータリー
菊地 貴 会員

成田コスモポリタンロータリークラブ
越川 和哉 様、萩原 康宏
相模原東ロータリークラブ
中野

◇

◇

表彰
ベネファクター

平山

和夫

秀樹

様、大谷

豊

様
様

相模原東 RC との
バナー交換

会員

ニコニコボックス
南日 隆男 会員：新しい路線として、9 月 1 日からカンボジアのプ
ノンペンに就航が決まりました。787 型機、成田発朝 10 時 50 分とい
うダイヤです。これで東南アジア地区はベトナム、ミャンマー、カ
ンボジア、あとはラオスを残すだけとなりました。ラオスのビエン
チャンにもそのうち就航できるようにしたいと考えております。
平山 秀樹 会員：この度は、ロータリー財団からベネファクター
をいただきありがとうございます。財団の仕組みがよくわかってい
ないのですが、昨年末の寄付によるベネファクターということだと
想います。これは、本来平山金吾の遺贈分です。生前に病床で父が
母に財団のことを聞かれて、
「手続きしてあるから大丈夫」と答えた

そうです。なんのことかわからなかったのですが、RLI でロータリー
財団の寄付について学び、遺贈の手続きを知りました。財団に問い合わせたところ、２０
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００年に手続きがしてあるということでしたので、昨年末に手続きをさせていただきまし
た。父の仏前に捧げたいと想います。
◇ 会長挨拶
佐瀬 和年 会長
1 月 19 日にメディア協議会がＵ-シティホテルで行われました。
諸岡靖彦氏の「第三滑走路」にかかわる話を 20 分間程してい
ただきました。
席上に置かれた資料で商工会議所の宇野沢さんがお持ちに
なったプリントに「45 年ぶりに訪日外国人客と出国日本人数が
逆転」と書かれた印刷物がありました。
（2014 年調べ）前年比 47.1％増の 1,973 万 7 千人この数字は
2020 年に 2,000 万人の目標を 5 年前倒しで達成、この数値の現わす意味について、各新聞
社諸氏のご挨拶の中に入れて戴くようにお願いしました。共同通信社の王さん、千葉日報
社の今井さん、時事通信社の石井さん、朝日新聞社の大津さん、読売新聞社の諏訪さん、
共通した発言の中に『安全、安心』「街並みが綺麗、食べ物が美味しい」「親切な日本人」
これらの理由によって、訪日観光客数が増加している。
東北地震の映像が世界中に報道された時に、救援物資の支給を整然と待つ姿の映像など、
世界中の人々は日本人のマナーの良さに驚かされました。
■美しい国、マナーに優れた国、日本
■安全で美味しい日本の生鮮食料品の輸出は飛躍的に伸びています（中国、韓国等、近隣
諸国の富裕層の大量買い付けによる）
■日本が輸入する生鮮食料品も増大しています。（安さの裏に危険な薬害を潜ませて？）
私達は世界中のロータリークラブ員と同等に接し、交流を深め補い合うことが必要です。
「もっと、もっと世界を知る」ことに努めましょう。
◇ 委員会報告
・クラブ広報委員会
石橋 菊太郎 会員
今月は職業奉仕月間です。ロータリーの友の記事紹介という事で、
27 ページに二神典子さんの記事が掲載されております。『ここでク
ラブを再点検』
アメリカのシカゴで 3 年に 1 回行われる規定審議会に触れておりま
す。現在 2013 年の手続要覧が発行されておりますが、3 年も経てば
クラブの事情も変わってきます。ロータリーの友 12 月号でも、規則だと思っているものの
中には、規則ではなく、慣習であるものも沢山あります。ですから定期的にクラブを再点
検し、活動内容や予算、委員会などを見直すことも大事ですと書いてあります。
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◇

医療情報

橘

昌孝

会員

マスクをしている方がいらっしゃいませんが、印旛郡内で 3 週間前
のインフルエンザ感染者は 24 名、2 週間前は 86 名、今週は 204 名
と、どんどん増えています。流行り始めるとあっという間に広まり
ます。うがい手洗い、そして人ごみではマスクの着用をしてくださ
い。
◇ 幹事報告
深堀 伸之 幹事
≪回覧≫
・週報 成田空港南ロータリークラブ
・成田コスモポリタンロータリークラブ FAX 番号
（変更前） 0476-24-4344 → （変更後） 0476-24-5044
・RI 公認の親睦団体 ロータリー囲碁同好会よりソウルでの「第１７回ロータリー国際囲
碁大会」のご案内
≪連絡≫
・行事予定表（特に 2 月 26 日新酒を飲む会）
お願いですが、会計と半期の収支確認をしましたところ、予算より
ニコニコの金額が下回っております。普通のニコニコと違い、誕生、
結婚祝いに入れていただくニコニコは各 5 千円となっております。
また、ご希望があれば、事務局より領収書の発行も致します。皆様、
御協力のほどお願い致します。
◇

卓話

～～～

私の生い立ちと日本空港ビルデング
笹子

恵一

～～～

会員／日本空港ビルデング

今回の卓話については、私の生い立ちと世間一般的には
あまり知られていない日本空港ビルデングという会社
の設立の経緯や日本空港ビルデングの諸先輩方がいま
までやってきたことについて配布の資料に基づきお話
をしたいと思いますのでよろしくお願いします。
私は１９５７年（昭和３２年）５月２７日千葉県安房郡
天津小湊町小湊（現在は鴨川市小湊）に４人兄弟の末っ
子として誕生しました。漁師の長兄、姉、銀行員の次兄、そして私です。現在５８歳です。
笹子というと山梨県にある笹子トンネルが思い浮かびますが、千葉県の木更津市に笹子と
いう地区があり笹子城跡や笹子神社も存在しており、私の祖父母は富浦町出身と聞いてお
りますので内房の地域には笹子の苗字は珍しくないのでおそらくこの地域がルーツだと思
います。
生まれ育った小湊は外房の風光明媚なところであり日蓮宗の開祖日蓮の生まれた地として
有名で昔から伝承されてきた数々の物語があります。また三日月等ホテルや旅館が多く立
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ち並び誕生寺、鯛の浦を保有しており、鄙びてはいますが千葉県内では有数な観光地であ
りまた漁師町です。
実家は誕生寺の山門から 50ｍほどにあり海が目の前で、潮騒や夕日が海に沈む時の海のま
ぶしさ（光る海）が印象に残っています。この光景は今も昔と同じように残っています。
実家の周辺は平地の土地が少なく、目の前に海、狭い道路があって後ろが山です。子供の
頃には台風と土砂崩れが怖かったと記憶しています。
（実際台風で海水が道路まで浸水、裏
の山は土砂崩れがありました。）あとで小湊に昔から伝わる日蓮上人誕生にまつわる話と鯛
の浦のタイの葬式についての物語がありますので話をします。
地元の小湊小学校、小湊中学を卒業して鴨川にある千葉県立長狭高校に入学、二番目の兄
の影響で中学、高校時代は柔道に打ち込みました。また当時は梶原一騎原作で桜木健一が
一条直也役で主演した「柔道一直線」というＴＶ番組が流行っていました。車周作の編み
出した地獄車や空中 2 段投げなどの荒唐無稽な技が多く、実際にやろうとしたのですが全
くできなくて相手方にけがをさせたことを覚えています。
安房地区は柔道や剣道の武道が全国的にも強くて、長狭高校も１９６４年（昭和３９年）
全国高校剣道大会で日本一になっています。館山市にある安房高校では全日本柔道選手権
での優勝者を輩出（高木選手、篠巻選手）しており全国的にも有名であります。
自分の世代の前にはほとんど勝つことのなかった安房高校に対して同じ中学のメンバーが
千葉県の個人戦で優勝するなど鴨川地域の強い連中が長狭高校に集まったこともあり、安
房高校に負けなかったことが自慢です。当時は千葉県内では習志野高校が強くライバルで
した。
関東大会では熊本県の九州学院から転校してきたあの山下選手のいる東海大相模に準決勝
で負けて団体戦３位、山下選手は高校３年で全日本選手権を制覇、抜けて強い存在でした。
勝浦市にある国際武道大学が当時の全日本選手の合宿所でありよく練習にいき鍛えられま
した。チーム自体が強くて高校の同級生は大学で柔道を続けた人が多かったのですが、私
は高校２年時の千葉県新人大会の１回戦で無理な体勢で背負い投げをかけて腰を痛め、そ
のあと決勝戦まで試合をして、病院へ急行、椎間板ヘルニアと診断され大学での続行は断
念しました。習志野高校との団体戦の決勝戦は 2 対１で負けましたがその１は自分が勝っ
て千葉日報に名前が載ったことが嬉しかったです。試合前は腰が痛くて全く動けなかった
のに試合になると不思議に力が出たことを覚えています。よく決勝戦まで行けたと思いま
す。但し、そのあとが大変でしたけど・・・
大学は明治大学法学部に入学しました。そして、１９８１年（昭和５６年）４月に日本空
港ビルデングに入社しました。不動産会社に入れば家を購入できるのではとの理由により
不動産会社を志望しました。当時の就職解禁日が１０月からだったにも係らず有名な不動
産会社はもうすでに就職の選考は終わっていると門前払いされて、面接も受けさせてもら
えませんでした。空港ビルも不動産会社のジャンルにあり１０月から採用試験を実施して
いました。規則を守るのは当たり前のことであると思いますが就職協定を遵守しているい
い会社であると思いました。空港ビルは羽田空港の建物を保有している会社であることは
理解していましたが、実際にそれ以上のことはよくわかりませんでした。しかしその後ど
ういうわけかとんとん拍子に面接を切り抜けることができ、役員面接においては私の出身
地の天津小湊町の話もでて奇跡的になんとか入社できました。不思議な縁を感じました。
入社するまでの２３年間、時間はありましたがお金はなかったため飛行機に乗ったことな
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ど一度もなかったので、会社に行くと毎日飛行機が見られうれしく思ったのを記憶してい
ます。当時は空港というと今以上になにか華やかな場所でありました。最初の配属先は成
田空港の免税売店でした。それから３５年程経過していますが、成田空港での勤務経験は
通算して２５年間ほどあり、大半は成田の免税売店を中心とした現業部門で勤務していま
す。
それでは出身地であり、とても愛着のある小湊の鯛の浦のタイの葬式についての話をしま
す。実家から鯛の浦までは５０ｍほどしか離れていないのでよく遊びに行きました。鯛の
浦は小湊の引退した漁師が働けるところであり今はどうかわからないですけど自分が小湊
にいたときは当日に現金でお金がもらえるのでおじさん達は結構金持ちだったと思います。
小湊には日蓮上人の化身とされる鯛の浦のタイを供養するため毎年１月１８日に日蓮の両
親のお墓のある両親閣妙蓮寺から鯛の浦まで列になり僧侶と参列者で海の安全と招福万来
を祈願する「鯛供養弁天祭り」があり、これは全国的に珍しい小湊ならではの歳時です。
そのいわれとなった物語が存在しており、自分自身にとっても房州弁や日蓮上人誕生三奇
譚等の内容が興味深かったのでコピーしてきました。
「鯛の浦」は鯛がいるところの観光的名称であり、特別天然記念物指定での名称も文化庁
は鯛の浦を使用しています。
「妙の浦」は地名的名称であります。
（「南無妙法蓮華経」の「妙」
で、日蓮宗門の高僧が名づけたといわれる。）
その信仰の歴史と素朴な鯛保護の精神が記述されているのが「小湊、妙の浦タイの葬式」
です。鯛を保護してきた伝統は、こうした信心から発生するもので、法律や規制ではすま
されるものではないことが良くわかると思います。
次に、日本空港ビルデングの先輩たちの「フロンティアスピリッツ」について話をしま
す。
日本空港ビルデングは１９５３年（昭和２８年）に民間資本により設立され１９５５年（昭
和３０年）の羽田空港ターミナルの供用開始以来、現在に至るまで、純民間資本による羽
田空港旅客ターミナルの運営会社です。羽田本社と羽田国際線営業所、成田営業所、大阪
営業所、中部営業所があります。私が勤務する成田営業所については現在３０店舗、従業
員は社員、契約社員、臨時社員、メーカー協力派遣社員を含めて４２０名ほど在籍してい
ます。
余談ですが「日本空港ビルデング」の名称は「ビルデング」であって「ビルディング」で
はありません。住所の宛先等に小さなィがあるとあんまり知られていないと結構がっかり
します。
皆様の手元にある資料は日本空港ビルデングには「Jam」という社内報があり、そのなかに
「温故知新」というタイトルで掲載していたものを加筆修正して「もう一度挑戦の羽を広
げよう」という趣旨で羽田空港ターミナル開館 60 周年特別号として発行した内容の一部を
コピーしたものです。
「温故知新」とは論語の為政編の出典によるもので孔子が師となる条件として、先人の思
想や学問を研究するように述べた言葉であり、日本語に訳すと「古きをたずねて、新しき
を知れば、よって師となるべし」となり「昔のことをよく学びそこから新しい知識を得る」
という意味になります。
日本空港ビルデングは単なる不動産管理業務にとどまらず、日本で初めての免税売店の運
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営、お客様を安全安心に都心へ運ぶリムジンバスの運行、第１号の許可となったレンタカ
ーサービス等いまでは当たり前であるものを生み出してきました。そのフロンティアスピ
リットを皆さんに広く知ってもらい、もう一度大きく挑戦の輪を広げて飛翔することが求
められているというものです。手前みそになりますが日本空港ビルデングという会社を成
田ロータリークラブの皆様により知っていただこうと思いました。
また、日本空港ビルグループは、
「訪れる人に安らぎを、去りゆく人にしあわせを」をＣ
Ｓ理念として全てのお客様にご満足いただけるサービスの向上に取り組んでいます。これ
はドイツのジュピタール門の碑文に刻まれている言葉です。そのローデンブルグ市とは年
１回ＣＳに貢献したグループ会社の社員を中心として相互訪問して親交を深めています。
最後に、成田ロータリークラブには私が入社当時の成田営業所の大坪総支配人が昭和６１
年８月に入会して以来、約３０年経過し私で１１人目となります。これからも私そして日
本空港ビルデングをよろしくお願いします。本日はご清聴いただきありがとうございまし
た。
◇

点

鐘

佐瀬

和年

会長

※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
会員数

出席義務者数

出席数

欠席数

出席率

前回補正

６３

６２

３５

２７

５６．４５％

８０．６５％

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ
氏

名

月

高橋 晋、喜久川 登、小川 賢、橘 昌孝、石川 憲弘
小宮山 四郎、日暮 俊久 各会員

日

1 月 21 日

ク ラ ブ 名
ホームミーティング 5 班

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

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
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