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国際ロータリー2013～14年度会長 ロン Ｄ．バートン 

  

第 2596 回例会 平成 26 年 2 月 14 日（金） 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長エレクト 

◇ ロータリーソング    それでこそロータリー 

◇ 四つのテスト      岸田 照泰 会員 

◇ お客様 

成田コスモポリタンロータリークラブ 

  池田 和彦 様、村島 義則 様、滝澤 政樹 様 

◇ ニコニコボックス 

池田 和彦 様（成田コスモポリタンロータリークラブ 会長）： 

５月１４日（水）、成田コスモポリタンロータリークラブ創立２０周

年記念式典・第１０００回例会並びに記念祝賀会への成田ロータリ

ークラブ会員諸氏の全員登録と出席のお願いに伺わせていただきま

した。 

 

村島 義則 様（成田コスモポリタンロータリークラブ ２０周年

記念実行委員長：５月１４日（水）、成田コスモポリタンロータリー

クラブ創立２０周年記念例会、祝賀会のＰＲに参りました。３月２

７日（木）９分区ゴルフと併せての２０周年記念ゴルフ大会を開催

いたします。多くの参加をお願い致します。 

 

平野 省二 会員：先週の日曜日、出初め式がありました。前日に

大雪が降りましたので、生憎室内での出初め式となってしまいまし

たが、盛大に開催されました。当クラブの会員でもあります防火協

会会長の諸岡さんもいらっしゃいました。ご協力ありがとうござい

ました。 

 

岸田 照泰 会員： 仏教徒にとって忘れてはならない年間行事が三

日ございます。４月８日の花まつり（お釈迦様が生まれた日）、１２

月８日の成道会[じょうどうえ]（悟りを開かれた日）、２月１５日の

涅槃会[ねはんえ]（亡くなった日）。今日は御逮夜の法要、明日１０

時からは涅槃会の法要があります。ご縁がありましたら是非お参りい

ただけたらと思います。１６日は二の午。先週申し上げました通り、

春日局の稲葉家から寄進されたお稲荷さんをお祭りしてのお稲荷さんの法要。これは出世

稲荷です。皆様、もっと出世なさりたい方はお待ちしております。 
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小川 賢 会員：２月は誕生月ですが先週休んでしまいました。何

故休んだかと申しますと、札幌の雪まつりに行っておりました。５、

７，８，９日の出発日があったのですが、５日出発は帰り千歳から

の飛行機が飛ばず１日多く泊まることになり、８日出発は台風並み

の天気、９日出発は大雪。７日出発の私たちは、仙台からのフェリ

ーでも波が静かで風もなく、支笏湖の氷濤まつり、雪祭りと４日間

晴天に恵まれ素晴らしい旅行でした。 

 

角田 幸弘 会員：仕事よりも汽車の話になりますが、２月３日付

の東京新聞に秋葉会員のゆめ牧場で取り組んでいる活動について大

きく取り上げていただきました。同じ紙面に“成田の取り組み受賞”

という記事も掲載されておりました。千葉版でもないのに、成田の

記事が二つ。「『運気上昇のまち 成田』で叶う夢のおもてなしツアー」がニコニコ町会議

賞を受賞。去年から今年にかけて、私の夢も叶いつつあります。先日は、千葉県知事の森

田健作さんがやっていらっしゃるラジオ番組 千葉ドリーム！もぎ

たてラジオに呼んで頂きました。ロータリーでニコニコするせいか、

あまり緊張しなかったのですが、ＴＢＳの木村郁美アナウンサーが

美人で顔をまともに見ることが出来ませんでした。今週日曜日、１

２時半から放送予定です。是非聞いて下さい。 

 

石川 憲弘 会員：例会に久しぶりに出てきました。今年は地区の

役目を沢山仰せつかっているため、例会の出席が悪くなってしまっ

ています。お詫び申し上げます。 

 

諸岡 正徳 会員：今日はバレンタインデーですが、二男の二十歳

の誕生日でもあります。うちの家族は誕生日が覚えやすく、私が終

戦記念日、長男がメーデー、二男がバレンタインデー。しかし家内

は全く普通の日なのでたまに忘れてしまう事があり怒られてしまい

ます。今日は、私のつたない卓話を聞いていただけるという事で感

謝申し上げます。 

 

佐藤 英雄 会員：昔から馬鹿は風邪を引かないといいますが、２

０年ぶりに風邪を引き寝込んでしまい先週の例会を欠席してしまい

ました。 

 

◇ 会長挨拶   松田 泰長 会長エレクト 

本日は、遠藤会長がインフルエンザでお休みですので、

代わりに会長挨拶をさせていただきます。池田和彦様、村

島義則様、滝澤政樹様、ようこそいらっしゃいました。ゆ

っくりお過ごしください。遠藤会長から挨拶を預かってお

りますので代読させていただきます。 

 

皆様こんにちは。実はついにインフルエンザに捕まって

しまいました。先週の土曜日に東京フォーラムでの講演会

に参加し、雪も降っていましたので早々に帰りました。翌日の成田市消防の出初め式にも
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出席したのですが、その１０日の晩から急に体温が４０度ほどになり、体の節々が強烈に

だるくなりました。熱が朝まで下がらないので、翌１２日の朝一で病院に行きましたとこ

ろ、Ｈ１Ｎ１型の新型インフルエンザとのことでした。これからの時期は税理士にとって

最繁忙期でもあり、ここ数十年来、Ａ、Ｂ型の混合予防接種は毎年受けていて家族が罹っ

ても私はインフルエンザに罹ることはなかったのですが、不覚というか｡タミフルやリレン

ザ等の特効薬の効き目が良くないと報じられていますが、今、水曜日の午後６時半で体温

は３８．５度です。元来、私自身体温には鈍感であるのと、節々の痛みはエアサロンパス

で凌いでおり、確かにアルコール類は美味しくないので控えめにしていますが、その他特

に異常はありません｡しばらくは室温２４度、湿度６０％の寝室に監禁状態です。ただ、皆

様に感染させることは絶対にできないので代読していただくことといたしました。皆様、

まだまだインフルエンザ菌は飛び回っています。くれぐれもご注意ください｡失礼いたしま

した。 

 

 

私の周りでもインフルエンザにかかっている人が多いようです。うがい、手洗いでしっ

かり予防してください。今日は、例会に来る前に成田幹事から連絡を受け、何も用意して

おりませんでした。沢山のニコニコで時間を使っていただきありがとうございました。し

かし、例えば今日がクラブ協議会や理事会だったとしたら、会長の代わりを副会長が行い

ます。しかし成田には副会長がおりません。会長職というのは地区のＰＥＴ（会長エレク

ト研修セミナー）を受けた人でないと資格がありません。私はまだＰＥＴを受けておりま

せんので資格がありません。協議会、理事会の議長を務める資格が無いという事です。で

は誰が行うのか？成田クラブでは会長経験者にお願いすることになります。普段こういう

機会がありませんので、今日はちょっとご披露させていただきました。 

 

◇ 委員会報告 

・クラブ広報   佐藤 英雄 雑誌・広報・ホームページリーダー 

来週の２月１８日（火）第３回メディア協議会  

場所：Ｕ－シティホテル   時間：１８時より 

 

“ロータリーの友”の紹介をいたします。ポリオの撲滅、会費の使

われ方。そして「ありがとうロータリアン」これは私の一番のおスス

メです！是非毎月お読みください。 

 

◇ 幹事報告   成田 温 幹事 

＜回覧＞ 

１．ガバナー事務所より 

 １２月にご紹介したガバナーノミニー 宮 寛氏が体調不良のための辞退を受諾 

 ２０１５－１６年度ガバナー候補者推薦のお願い 

２．米山記念奨学会より ハイライトよねやま  

３．富里 RC２月例会変更のお知らせ      

４．新酒・メディア・サッカー出欠表   

＜ご連絡＞ 

１．例会終了後、２１日の IM に関して S.A.A.委員会を例会場にて

行います  
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◇ 卓話 

自己紹介及び会社概要 
諸岡 正徳 会員        

（株式会社 ＦＭＧ 代表取締役） 

只今ご紹介頂きました諸岡正徳でございます。本日は、諸先輩方の貴重なお時間に私の

つたない卓話を聞いて頂きますこと、先ずは感謝申し上げます。 

私の入会に際しましては、神崎様、小寺様、平山様の温かいご尽力を頂戴しましたこと、

改めて御礼申し上げます。 

さてここからは堅苦しくならないように進めさせて頂き、本日の卓話が皆さんに昼食後

の睡眠を誘うようにするか、それとも少しでも楽しく興味を以て聞いて頂けるようにする

か悩みましたが、本日の主旨は自己紹介ですから、頑張って楽しく、何とか小寺さんの持

つ卓話 15 分という記録はクリアー出来るよう挑戦したいと思いますので、どうぞ宜しくお

願い致します。 

まず初めに自己紹介をさせていただきます。昭和３７年 8 月 15 日に成田市上町で米分

の先代諸岡正巳の次男として生まれました(今年で 52 歳)。成田小学校、成田付属中、成田

高校と成田一筋の後、立教大学を出て当時の東亜国内航空(後の日本エアシステム)へ入社。 

社会人となって、入社後千歳空港支店旅客部へ配属。右も左も分からない新入職員の上、

初めての北海道生活と私としては初めての独身男子寮生活ということで、不安ながらも毎

日ワクワクしながら生活していました。 

北海道出身の同期入社の女性職員も素敵だったのですが、入社後１年もすると当時の旅

客部では、カウンタ－や搭乗口でのお客様の対応以外に事務所でのデスクコントローラー

という仕事がありまして、ここには当日ステイするスチュワーデス達が、当日の業務報告

にやってきます。すると当然の如く若い独身男性達ですから、今日は何とかさんというと

ても綺麗なスチュワーデスに会ったとか、今夜飲み会を設定しただとか、意気揚々とこの

業務に皆励んでおりました。 

人生このように楽しいことばかりではなく、昭和 61 年頃の千歳空港ターミナルは、物凄

く横長な旧タ－ミナルだったので、搭乗間際のお客様の捜索では端から端まで駆けずり回

る正しく運動会状態で私達も大変でしたが、一緒に走って頂いたお客様も、搭乗口に着く

ころにはほとんど口もきけなく、ただ「ハアー、ハアー」と、うなづく人ばかりで大変ご

苦労をお掛けしました。 

千歳での生活で一番大変だったのが、やはり冬の早朝勤務です。6 時出社なのに午前 3

時頃には一旦起きて雪の状態を確認し、降雪があれば出社に備えて雪かきをしなければな

りませんでした。千葉では考えられないことと思っていましたが、最近の成田も大変で、

今日のビューホテルまでの道も雪国状態でした。 

弊社でも早朝勤務が大変だとかいう若い職員がいます

ので、成田よりもどれだけ北海道に住んでいる人の方が大

変かと、しみじみ伝えています。 

北海道の方の冬の自宅での設定温度の高さにもびっく

りしました。真冬でも自宅では半袖 1 枚で生活出来る位暖

房をがんがん焚くものですから、喜ぶのは供給者としての

千葉ガスの角田社長さん位かなと思いました。 

千歳での生活を 2 年 3 ヶ月経験し、本社の空港本部企画

管理部計画グループへ。これからが北海道ベストシーズン

の 7 月 1 日付で異動となりました。バラ色のマイカー通勤
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から、寮のある上大岡からラッシュの京急へしかも真夏に放り込まれ、会社に着くまでに

疲労困憊という本社勤務が始まりました。(なんでこんなに人が乗ってくるんだろうという

のが、正直な感想でした。) 

本社勤務から 1 年後、全国の運営を委託している総代理店契約を営業本部から空港本部

に移すという話になり、どういう訳か担当に任命されました。 

毎年 4 月からの契約更改に向けて、ここからが残業の毎日でした。多い時で月間残業時

間が 250 時間と、週 40 時間制などなんのそのでした。ただしこの契約担当の経験が今の

会社起業へ繋がっているとも実感しております。総代理店契約は、当時の 4 本部(営業、運

航、整備、空港)の全業務を含んで委託するものですから、当然他本部の内容を聞く機会も

格段に増し、航空会社の業務がよく分かるようになったのも事実だからです。 

担当として社長決裁を頂く毎年の契約更改案を作成する際、ある時から人間の心理作戦

を利用しようと思いました。全国の平均賃金改定率を基に、単価更改案を３種類用意する

と、殆どスムーズに真ん中の単価での承認を頂けました。これがいわゆるバランス感覚か

は分かりませんでしたが・・・ 

 

次に趣味の話をしたいと思います。ゴルフとスーパーカー世代なものですから車が趣味

です。ゴルフはいつまで経ってもハンディ 14 と低迷しており、ずっと長いことレッスンを

受けておりますが、最近はゴルフレッスンが趣味なのかと悩んでおります。 

 

続いて、会社概要説明をさせていただきます。        ＜平成 26年 1月 1日現在＞ 

 

１．会社名  株式会社 Ｆ Ｍ Ｇ 

２．所在地   

（本  社） 千葉県成田市公津の杜 4-11-2         

（空港本部） 千葉県成田市成田国際空港第一旅客タ－ミナル中央ビル本館Ｃ2004 

（整備本部） 千葉県成田市成田国際空港第一旅客タ－ミナル新館ＮＣ２４１ 

(地方事業所) 羽田空港・関西空港・千歳空港・福岡空港・仙台空港 

３．設立      平成 8年 8月 8日 

4．事業内容      A.業務請負業 

航空関連業務に特化しております 

 
１．旅客取扱業務（出発・到着業務他）  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．旅客ラウンジ運営業務          ３．航空地上業務 
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４．航空機整備業務              5.航空運航業務 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
B.人材派遣業 

C.空港内物品販売業務 

D.ビルメンテナンス業務 

E.警備業 

 

5. 従業員数     550名(FMGグル－プ全体) 

 

6. 主要取引先  （敬称略） 

 
１．アリタリア航空 ２．エールフランス航空 ３．ヴァージンアトランティック航空 

４．デルタ航空 ５．フィンランド航空 ６．スカイビルサービス株式会社 

７．ＡＮＡ成田エアポートサ

ービス株式会社 

８．全日本空輸株式会社 ９．タイ国際航空 

１０．AEROMEXICO １１．スリランカ航空 １２．カンタス航空 

１３．ユナイテッド航空 １４．キャセイパシフィック航空 １５．アエロフロートロシア航空 

１６．ハワイアン航空 １７．ユナイテッドパーセルサービス １８．ルフトハンザ航空 

１９．マレーシア航空 ２０．国際空港上屋株式会社 ２１．チェジュ航空 

 

7．取引銀行  千葉銀行 京葉銀行 千葉興業銀行 

 

8. 運営方針     私達は、全てのお客様のために、いかなる時も最高の 

          サ－ビスを競争力のある価格でご提供することに全力を 

          尽くします。 

 

9.社内教育の徹底  毎週現場視察による品質のチェック並びに教育の実施 

          毎月のマネ－ジメント教育(管理者としての意識付け) 

          毎月の若手職員教育(働くことの意味と会社からの期待) 

 

いろいろな国との取引でなるほどと思いましたのが、支払業務に対する考え方の違いで

す。日本ではたとえ担当者が長期休暇に入ったとしても、必ず代行者が期日までに支払業

務を実施しますが、意外と欧米諸国はル－ズです。もっと危ないだろうと日本人が思うロ

シアやスリランカは、元々国際的に信用力が低いため、少しでも支払が遅れると取引中止

になってしまうため、意外や支払期日はかなり正確に守るようです。やはり要注意は東南

アジアでしょうか? 
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最後に、ロータリークラブに入会して、なんと素晴らしい意識を持った人々の集まりだ

ろうかと思ったことがあります。入会当日に歌ったそれでこそロ－タリ－の歌詞です。私

が毎日のように職員へ伝えている挨拶の励行を、諸先輩方が歌にして励行しようとしてい

る、そして仲間としての受け入れを促そうとしている。感銘しております。 

会社経営者の諸先輩方に揉まれながら、私自身がどう経営者としての自覚や資質を高め

ていけるのかを是非当成田ロータリークラブで身につけていけたらと願っております。ご

指導の程、何卒よろしくお願い致します。本日はご清聴ありがとうございました。 

 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長エレクト 

 

 

第 3回 メディア協議会 

 

 開会の挨拶  池内 富男 クラブ広報委員長 

 会長挨拶（代理） 豊田 磐 会員 

 事業計画について 矢島 紀昭 奉仕プロジェクト委員長 

             3月 8日、9日に行われるサッカー大会についての詳細説明 

 ゲスト挨拶  

≪毎日新聞 早川 健人 様≫ 

成田市の新年度予算が明日発表となります。前回のメディア協議会で成田駅周

辺の不便さについて述べさせていただきましたが、早速それが反映されたのか、

駅周辺のバリアフリー化にかなりの予算が組まれており、今後外国のお客様が

エスカレーター4 つ分を、大きなカバンを抱えて降りるのを見なくて済むし、な

により東京オリンピックに間に合って良かったなと思いました。それと、この

前の大雪では、高速道路の通行止め、一般道路の大渋滞。わが社も締め切りを 5

時間早めて印刷、配達をしましたが、それでも時間通りに配達できない状態で

した。今日も 3、4 時間締め切りが早くなりましたので、メディア協議会にもゆ

っくり間に合いました。大雪当日、成田空港は陸の孤島となっておりました。ＪＲも京成も止まり、高

速も通行止め。朝６時から飛行機が着陸しそこから降りてくる乗客と、飛行機が離陸できず乗れない乗

客で人が溢れかえる。一時８，２００名程が空港に缶詰状態でした。私の初任地は札幌でした。札幌で

は、雪対策は万全ですので多少のことでは電車は止まりません。年に１、2 回の雪に投資するのは難し

いと思いますが、もしこういう対策がなされていれば、「成田は遠い」と言われなくて済むのではない

かと思いました。 

 

≪読売新聞 林 英彰 様≫ 

私も 2 月 8 日、9 日は寝袋持参で空港に滞留いたしました。次の日、支局員が職

場に来られたのは夕方の 5 時。それまで私だけで仕事をいたしました。その日

は、ＪＡＬの午前 10 時の便で楽天の田中将大投手がヤンキースへ旅立つ日でし

たが、その時間に取材に来ていたのは、フジテレビだけ。午前 1 時に東京を出

たそうです。午前 3 時に出た報知は千葉で止まってしまったそうです。結局、

田中将大投手は９日夜、成田空港発のチャーター機でニューヨークへ出発しま

した。羽田が使えないが成田が使えるとなったら、PR のヒントにもなり、強みになるのではないかと

思いました。成田は、個々のイベントはたくさんやっていますが、長い目で見た時に、皆さんはどうし

たいのか、どこへ向かっていきたいのか。いま一つ、わかりにくいような気がいたします。 
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≪千葉日報 高橋律孝 様≫ 

私も先日の大雪では空港に泊まりましたが、次の日は天気も良かったので午後 3

時に車で自宅に帰りました。しかし、駐車スペースに雪が積もり停められません。

準備をしておりませんでしたので、最初、塵取りとほうきで除雪作業をしており

ましたがそれも壊れてしまい、手で雪を運んでおりました。しかしそれを見かね

た話したことも無い近所の方が、スコップなどを貸してくださいました。災害の

時などいろんな場所で助け合う奉仕の気持ちが大切だと実感いたしました、先ほ

ど矢島委員長さんがおっしゃっていたサッカー大会の話も、実は関係者の方から

事前に聞いておりました。1 回だけではなく、交流を続けてそれをロータリーク

ラブがサポートしていくのは大変素晴らしい事だと思います。また、どうしても“支援”となると助け

られる、助けるという構図になってしまいますが、サッカーの試合を平等な立場で、正々堂々と行える

という事もいいアイデアだと思います。また成田の国内線の認知度を上げるのもこれからの課題だと思

います。 

 

≪朝日新聞 小松 重則 様≫ 

私は 10 年前に成田にいたことがあります。その頃と比べると、どうしても活気

がなくなってしまったイメージがあります。土用の鰻、ボジョーレー解禁、ク

リスマスなど客室乗務員や、税関職員に協力して頂いてのイベントに対するア

ピールがすべて羽田へ持って行かれています。どうしてか？成田空港は「お客

様の邪魔にならないならいいですよ」と少し高飛車な態度が感じられます。し

かし、これが関空などは「どうぞ来てください。取材していただけるならなん

でもいいですよ」と大歓迎してくれます。もっと地元が積極的に盛り上げて欲

しいと思います。我々も良いアイデアがあったら、是非協力したいと思ってお

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

渡辺 孝 会員 2 月 12 日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

成田 温、設楽 正行、佐瀬 和年、佐久間 高直、吉田 稔、福原 孝一 
各会員 

2 月 14 日 S.A.A.ＩＭ事前打ち合わせ 

豊田 磐、石橋 菊太郎、橘 昌孝、 小川 賢、小宮山 四郎 
松田 泰長、成田 温、諸岡 靖彦、矢島 紀昭、神﨑 誠 
大澤 浩一、池内 富男、深堀 伸之、平山 秀樹、佐藤 英雄 
小柳 政和、田村 幸宏、音花 昭二 各会員 

2 月 18 日 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 

６４ ６３ ２８ ３５ ４４，４４％ ６９．８４％ 

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 

 


