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国際ロータリー2012～13 年度会長 田中 作次 

  

～～ 世界理解月間 ～～ 

第 2547 回例会 平成 25 年 2 月 8 日（金） 

◇ 点  鐘       小宮山 四郎 会長 

◇ ロータリーソング   奉仕の理想 

◇ 四つのテスト     工藤 照淳 会員 

◇ お客様紹介 

成田副市長 藤田 礼子 様 

三國ロータリークラブ 月間 照孝 様 

◇ ニコニコボックス 

月間 照孝 様（三國ロータリークラブ）：2650 地区（福井県、滋賀

県、京都府、奈良県）から参りました。日本で一番大きい地区です。現

在、37 年皆出席です。 

平山 金吾 会員：来月の 3 月 16 日（土）ニューモラルの集中講義の

ようなものを行いますので是非ご参加ください。 

場所／成田ビューホテル  時間／９：５０～１５：１０ 

小宮山 四郎 会長：本日は 2 名の会員が入会されるということで、ま

た副市長に卓話をしていただけるということでニコニコいたします。 

角田 幸弘 会員：先日は私の父が 1 月 9 日に亡くなりまして、ロータ

リークラブより心温まるご香典を頂戴しましてありがとうございまし

た。御礼申し上げます。この場をお借りして、少し父の話をさせていた

だきたいと思います。父は岡山県の造り酒屋の長男でしたが、家を出て

歯科の道を目指し、東京で開業しました。しかし、成田空港の開港に伴

いまして、富里町に七栄歯科医院を開業いたしました。父は根っからの

山好きでして、上高地の五千尺ホテルを常宿にしておりました。しかし

そこはお金を取りません。何故取らないかと言いますと歯医者も医者も

みんな同じ。何かあったらお前たちが助けに行けということで、釜トン

ネルが無い時代に麓までお医者さんを探しに行き、担いで登ってきたり、

山へ救助に行ったりしました。そんな父ですので散歩が大好きで、こち

らに来てからも山に生えているあけびや淡竹をとって食べておりましたが、2年前の 5月、

吉祥寺にあります井之頭公園で散歩をしているときに、脳梗塞になったらしいのです。さ

らに悪いことに荻窪の家まで歩いて帰ってきて、妙に様子が大人しいということで初めて

分かったそうです。思い返してみると、前の日にビールを飲みながら呂律が回らなかった

そうです。皆様も十分お気を付け下さい。 



 2 

 

平山 秀樹 会員：先日、成田コスモポリタンロータリークラブへメーキ

ャップし、滝沢本店さんへお邪魔させていただきました。こんなに近くに

いて新酒を蔵でいただくのは初めてでした。大変感激し、皆様とも会話が

弾み楽しい思いをさせていただきました。 

 

◇ 会長挨拶   小宮山 四郎 会長 

2 月 6 日は積雪予報で、また、交通マヒに見舞われるのではない

かと備えましたが空振りに終わりました。然し、結果的にはうれし

い誤予報となり先ずは一安心でした。 

三寒四温といいますが、暦の上では、立春も過ぎ、緩やかに春に

向かっているような今日この頃です。 

本日は、逆井哲也さんと吉田稔さんの入会式です。ようこそ当成

田ロータリークラブを選択して下さいました。会員一同歓迎いたし

ます。本日からは、一日も早くクラブに溶け込み、友情と親睦のすばらしさを体感し、ご

理解頂き、活躍をされるよう期待いたします。また、解らない事はいつでも近くにいる先

輩会員にどんどん聞いてください。そして、本日は成田市副市 藤田礼子様に卓話を頂く

ことになっております。宜しくお願いいたします。 

先週も少し触れましたが、2 月は世界理解月間です。「ロータリーの友」の世界理解月間

についての記事については、皆さん「友」を読んでいただけたと思います。 

数ある世界平和と国際理解を推進するＮＧＯのなかで、ロータリーほど草の根レベルに

おいてその実現のために貢献した団体はありません。それは、ロータリーが国際的な会員

のネットワークを持っているからです。世界中のクラブのネットワークによって、世界の

あらゆる地域においてロータリアンが奉仕活動を行っています。一個人では世界を変える

ことなど出来ないという常識に反し、ロータリアンは、地域社会のみならず、国境をはる

かに越えた地域の人々の生活をも向上させる機会に恵まれており、行動しています。ロー

タリアンは、ロータリーの綱領の第 4 項に掲げられた「奉仕の理想に結ばれた、事業と専門

職務に携わる人の世界的振興によって、国際間の理解と親善と平和を推進すること」という目

的を大切にしており、これはロータリーの国際奉仕活動の推進力となっています。ロータ

リーでは、創立記念日の 2 月 23 日を国際平和活動の理解を深める日として設定しており、

その週は世界理解と平和週間と呼ばれています。先週も申し上げましたが来週 2 月 14 日

（木）はインターシティ・ミーティング（Ｉ・Ｍ）で、ロータリーの友の編集長 二神典

子様の講話をいただくことになっておりますが、その講話の中からロータリーの世界理解

が得られる絶好の機会と思いますので是非とも出席して講話を聴いて頂きたいと思います。

宜しくお願いいたします。 

 

◇ 入会式 

逆井 哲也（さかさい てつや）会員 京葉銀行成田支店支店長 

推薦人 諸岡 靖彦 会員、安川 篤志 会員 

顧 問 諸岡 靖彦 会員 

所属委員会 クラブ広報委員会 雑誌・広報 
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Ｓ．Ａ．Ａ． 

職業分類  地方、商業銀行 

この度は伝統ある成田ロータリークラブへ入会させていただき、あ

りがとうございます。前任の斉藤は去年の 7 月に入会しましたが体調

を壊しまして、その前の蜂須賀も短かったものですから、今回は体力

のある私が赴任いたしました。松戸で 2 年弱、ロータリークラブに入

会させていただいておりました。先日、「ようこそロータリーへ」を

ご説明いただきました。その中で、ロータリーへ入会するメリットと

して長生きをするというお話でした。これだけでも入会した甲斐があ

ったかなと思っております。 

 

吉田 稔（よしだ みのる）会員 （株）空港アシストサービス代表取締役社長 

推薦人 秋葉 博行 会員、石川 憲弘 会員 

顧 問 秋葉 博行 会員 

所属委員会 クラブ広報委員会 親睦 

      ロータリー財団・米山記念奨学 ロータリー財団 

職業分類  空港地上サービス 

この度は伝統ある成田ロータリークラブ、そして各分野で大活躍さ

れている諸先輩方と、僭越ではございますがご一緒させていただくこ

とになり、大変感謝申し上げます。ご紹介いただきました秋葉会員と

は成田法人会でもご一緒させていただいておりまして、会社の新入社

員歓迎会等のイベントでもゆめ牧場さんでお世話になっております。

ロータリー活動は初めてです。今まで成田在住経験はありませんが、

30 年間成田空港にかかわる仕事として航空貨物の取り扱いを行って

まいりました。ＡＮＡグループさんに大変お世話になっている私のグループ会社のサンヨ

ーエアサービスという会社と一緒に本社事務所が市内の新駒井野に事務所兼社宅を構えて

おります。成田空港をはじめ成田で何かお役に立てればと、そして自分自身の向上にも繋

がればという考えで今後頑張っていきたいと思っております。出身は中野区江古田、先日

も“出没！アド街ック天国”で成田が紹介されておりましたが、江古田も紹介されたこと

がございます。日大の芸術学部をはじめ、複数の学校があり学生街です。氷川神社の獅子

舞、哲学堂公園が有名です。中学 1 年までそこで育ちました。今でも小学校の同窓会に参

加したり、幼馴染と一緒に年に数回、故郷を訪ねて思い出話をしたりします。父が空港公

団に勤めておりましたので、中学 2 年の時に、家族で千葉市に転居いたしました。現在、

千葉市若葉区千城台に住んでおります。趣味はゴルフですが、始めたのが 40 歳過ぎてから。

スコアメイクには繋がっておりませんが、ゴルフに対する情熱だけは持っておりますので

ぜひお誘いください。また桑田佳祐のデビュー以来の応援団です。カラオケもサザンを中

心に歌っております。今後、長いお付き合いになると思いますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

◇ 幹事報告   石川 憲弘 幹事 

１、 次週 2 月 14 日（木）Ｉ・Ｍ ラディソンホテル１３：30 登録開始 14：00 点鐘 
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翌日１５日（金）は休会となります。お間違いのないようにお願いいたします。 

２、 大多喜ロータリークラブより５０周年記念例会開催のご案内が届いております。 

期日／３月５日（火）、会場／九十九里ヴィラ そとぼう  

ご都合の付く方は出席の方宜しくお願いいたします。申込は事務局まで。 

３、 地区よりロータリー米山記念奨学生 世話クラブとカウンセラーの引き受けについ

てお願いがありました。成田クラブは引き受け可能  

カウンセラーは堀口路加会員にお願いいたしましたところ気持ちよく引きうけてい

ただきました。 

４、 成田コスモポリタン、佐原、印西、富里各ロータリークラブより例会変更のお知ら

せが届いております。 

 

◇ 卓話 

ご 挨 拶 
 

成田副市長 藤田 礼子 様 

 皆さん、こんにちは。只今ご紹介にあずかりました藤田と申

します。昨年 7 月に成田市副市長を拝命いたしました。本日は、

成田ロータリークラブにお招きいただきまして、誠にありがと

うございます。既に何度か懇親させていただいている方もいら

っしゃいますが、初めての方もいらっしゃいますので、恐縮で

はございますが、まずは自己紹介からさせていただきたいと思

います。 

 私は、平成 4 年に旧運輸省に入省いたしました。高校生ぐら

いから、国家公務員になりたいと思っておりました。「人のた

め（公益）になる仕事」、そして、どうせやるなら「スケール

の大きい仕事」と思っていました。私は国家公務員を志望し、旧運輸省に入省しました。 

旧運輸省に入ったのは、ある意味、人のご縁で、サークルの先輩に連れられて運輸省の

説明会に行ったら、交通関係の話が思いのほか面白くて、そのまま入ってしまいました。 

 運輸関係は、例えば空港の建設・運営のような、地域、日本、ひいては世界の経済社会

にインパクトを与える「大規模な行政」ができるし、一方、バス交通のように、生活に密

着していて、反応がすぐに帰ってくる「身近な行政」ができて、なかなか満足感の高い行

政分野だと思っています。 

 今まで、様々な分野に携わってきましたが、今の私の副市長としての担務にも関係する

ものとして、関空担当のときにやったことと、国際観光、ビジット・ジャパン・キャンペ

ーンや観光立国推進基本計画の担当のときにやったことをお話ししたいと思います。 

 

 私は、平成 14 年（2002 年）から航空局飛行場部の関西・中部監理官室で総括補佐をや

りました。異動した時は、成田・関空・中部 3 空港一体の上下分離が検討されていました。

ちょうど、その話について成田や中部の理解が得られないことがほぼわかっていて、ただ

次の手はまだ案がないという状態のところに、異動で着任しました。当時は、非常に金融

環境が悪く、いわゆる貸し渋りが社会問題化していた時期でした。関西国際空港は、2 期

工事の埋め立てが約 7 割済んだ状態で、巨額の工事、毎年 900 億円の工事を行っていまし
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た。一方、翌年には開業 10 周年で、10 年債 1,000 億円の借り換えの時期に当たっていま

した。ところが、銀行が９．１１米国同時多発テロの影響で需要が低迷して先行き不透明

だから貸せないと言い出して、これは困った。ということになりました。関空は多額の利

子を銀行に払って、元本も少しずつだが着実に返済している状態だったので、銀行にとっ

ては本来上顧客のはずでしたが、中曽根民活で特殊会社方式になっていたため、法律上は

「倒産能力がある」組織でした。このため、国が支える保証がない、と言われて、貸し渋

りにあってしまいました。そこで、大規模国家プロジェクトにも関わらず 20 年で完済でき

るスキームを求められ、新たなスキームを構築するために財務省に日参するという生活を

送りました。不足分は毎年 120 億円だったので、コスト削減 30 億円の身を切った上で、

90 億円の補給金を出す、というスキームを創設しました。また、一時的に短期政府保証債

もつけました。 

 さらに、国際関係の仕事では、ビジット・ジャパン・キャンペーン（ＶＪＣ）の推進に

携わりました。ＶＪＣは、平成 15 年（2003 年）の小泉内閣のときに、2010 年までに外国

人旅行者数を 1,000 万人に倍増させることを目標として、民間や地域の関係者と連携しな

がら、日本の観光の魅力をＰＲし、また、観光地としての日本の魅力を高めていくプロジ

ェクトとして始まったものです。 

 私が担当した地域は、韓国、英・独・仏、オーストラリア。一時期、中国も担当しまし

た。2 年で 16 回海外出張、そのうち、半分は日韓観光交流年だった韓国でした。一般消費

者向けの広告、メディア・旅行会社招請、旅行博覧会への出展、相手国政府との様々な調

整などに携わりました。 

 この仕事に携わって、訪日海外旅行者の 3 分の２を占める近隣アジア諸国の重要性を改

めて認識しました。日本と韓国・中国との間では、竹島・尖閣の問題など、ときに不協和

音が生じることもあります。しかし、だからこそ、観光を通じた相互理解を深めていくこ

とは大変重要だと考えています。国際観光の推進は、経済的側面に加えて、民間外交の意

味でも重要なことだと思っています。 

 一方、2016 年までに 1,800 万人、2020 年までに 2,500 万人を目指す中、すそ野の拡大

を図ることも必要です。リスク分散を図り、成長の芽に先行投資するという意味で、東南

アジアで訪日促進することは、大いにやるべきだと思います。東南アジアの方々は、日本

に対し、ある意味お兄さんの役割を果たして欲しいと思っていて、親日的だと思います。 

 成田市に来る直前は、観光庁企画室長として、これから 5 年間を見越した政府の観光政

策の方向性を示す観光立国推進基本計画のとりまとめをしていました。政府が観光立国に

本腰を入れたのは、先程申し上げた小泉政権のとき、平成 15 年（2003 年）からですが、

それから約 10 年経った段階で、観光立国推進基本計画を策定することになりました。当初

は、地方も民間も訪日外国人受け入れの意識は希薄でしたし、観光の位置づけも、商工課

の中の観光係くらいの位置づけでした。それが、いまや、先を争うようにプロモーション

を実施し、全ての県に観光課が設置され、意識・体制は整ってきました。 

 そういう中で、第 2 ステージに上がる段階だったのですが、観光を取り巻く状況は諸外

国と誘致競争の激化、外交的、経済的な問題であったり、外的要因によって訪日外国人旅

行者が減少してしまうようなリスクは常に存在しています。またビジット・ジャパン・キ

ャンペーン（ＶＪＣ）を初めて、もう 10 年経っていますから新規のお客様だけではなく、

むしろリピーターも獲得していくような必要性が出てきました。 

 国内観光を見てみますと、レジャーが旅行だけではなく、ゲームなど多様性に満ちた世

の中になってまいりました。年に 1 回も旅行に行かないというようなゼロ階層が国民の半



 6 

数を超えるところまでいってしまいました。これをどうやって打破するかというようなこ

とを検討し、その中で方向性を二つ掲げました。一つは観光のすそ野を拡大する。訪日で

あれば、今まで中国、韓国を中心としながら、すでにたくさん来ているところというのを

メインにしていましたが、これからは成長の芽のところへ入っていく。すそ野の拡大です。

またリピーターに来てもらうため、あるいは日本人に国内旅行にもう一度目を向けてもら

うために観光の質の向上も必要だと考えて基本計画を作りました。そういった中では訪日

の東南アジアへ目をつけるのも勿論ですが、ゴールデンルートとよばれる東京、富士山、

京都、大阪、といったルートだけではなく、さらなる多様な観光地を発信していくとか、

観光地域旅行サービスの質を高度化したり、経済的には旅行者にいかにお金を落としても

らうかということで、滞在日数が伸びるような政策をしていく、あるいは消費単価（質を

あげることで消費額）の増加をする。というようなことを目指して作成しました。その中

で上げられた 4 つの柱。 

１．観光地域のブランド化 

２．オールジャパンで訪日プロモーションをする 

３．ＭＩＣＥの国際競争力強化をする 

４．休暇改革の推進 

日本人ももっと休みをとって旅行に出かけやすいような状態を作るというようなことを成

田に来る前はやっておりました。以上が、自己紹介です。 

 

では、最近、成田で何をしていたかといいますと、空港、土木、都市担当、成田ブラン

ド構築事業ですが、空港問題は、現在、カーフューの弾力化の議論の真っただ中にいます。

昨日は、遠山地区の説明会、今晩も中郷地区の説明会、さらに週末に豊住、久住、大栄と

回ります。これは、議論中の話なので、すませんが、詳細はこの場では控えさせていただ

きたいと思います。 

都市、土木の関係は、ＪＲ・京成成田駅中央口地区整備事業や圏央道、北千葉道路の整

備促進という大規模プロジェクトを推進していますが、それなりに順調に進んでいると思

います。 

成田ブランド構築事業についてですが、これは、片山前副市長が一生懸命実施してきた

ものであり、産みの苦しみもあったかもしれませんが、その芽が出てきたところで、私に

バトンタッチされたものであり、これは、継承しつつ、さらに拡大していくということだ

と思います。「成田ソラあんぱん」という新規グルメや、ロケ誘致は、メディア受けを狙

いつつ発展させていきます。一方、成田はもともと既存ブランドの強い、他の地域にはな

い魅力を有している観光地域なので、私は、それを活用して磨いていくことにも力を入れ

ていきたいと思っています。その方向性については、成田空港成長戦略会議で成田空港活

用ＷＧ、成田の魅力向上ＷＧ、訪日外国人促進ＷＧでご議論いただき、2 月 19 日に最終と

りまとめを行いたいと考えています。 

 まずは、今までやってきた事業ですが、資料をご覧いただければと思います。 

 

１．成田ブランド構築事業 

① 「成田ソラあんぱん」海外展開プロジェクト 

② 成田ブランドアップフェスティバル 

③ 地域活性化シンポジウムｉｎ経済産業省 

④ 「成田ソラあんぱん」認証式及び空港内販売開始 
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⑤ 「成田ソラあんぱん」ＪＡＬ新規路線就航記念品に採用 

⑥ 「成田ソラあんぱん」新規事業者の拡大 

⑦ 「女子が選ぶ旅モバイルスイーツフェア」の開催 

⑧ 成田を舞台としたＴＢＳ系列の連続ドラマ「あぽやん~走る国際空港」放映 

⑨ 直接的広報効果 

 

２．国との連携事業 

①ＩＭＦ・世界銀行年次総会の開催に伴う観光ＰＲ 

②『ご当地キャラ×「コール・ミー・メイビー」パロディビデオ選手権』 

 「うなりくん」の観光庁賞受賞 

③受入環境整備事業戦略拠点としての取り組み 

 

今後はどうしていくかといいますと、空港成長戦略会議の最終とりまとめで方向性を出し

ていきたいと思っております。空の街であり、門前町であるということが、最近、若い方々

にとってはイメージが一体化していないというところもございますので、それを一体化さ

せたようなコンセプトを作っていこうと、ＷＧでは「運気上昇の街成田」と旅行会社の方々

や地元の委員の方々で盛り上がっておりました。飛行機が上昇していくイメージと成田山

新勝寺の門前であったり、パワースポット的な意味合いをかねて、首都圏、更には国内線

の就航先に売り出していく。また訪日外国人にとっても、最後の夜を日本で過ごしていた

だく。そのための思い出づくりになるようないろんなアイテム、たとえば日本酒のプロジ

ェクトなど。これについては話が長くなってしまいますので、発表いたしましたら、ご覧

いただければありがたく思います。 

 いろいろ申し上げましたが、1 つ１つ形にしていくことが大事だと思っており、皆様と

一緒に議論し努力していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ご清聴、ありが

とうございました。 

 

◇ 点  鐘       小宮山 四郎 会長 
 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

小宮山 四郎、石川 憲弘、松田 泰長、成田 温、大木 健弥 

諸岡 靖彦、神﨑 誠 各会員 
1月 26日 

奉仕プロジェクト委員会 

（社会奉仕部門） 

渡辺 孝 会員 2月 6日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

松田 泰長 会員 2月 6日 地区職業奉仕委員会 

諸岡 靖彦、設楽 正行 会員 2月 7日 2750地区ＲＬＩＰａｒｔⅡ 

遠藤 英一、成田 温、設楽 正行、佐瀬 和年、小宮山 四郎 

石川 憲弘、小川 賢、池内 富男、諸岡 靖彦、平山 秀樹 

矢島 紀昭、吉田 嘉浩 各会員 

2月 8日 第 2 回 次年度役員会 

 

  
 
 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６１ ５９ ４１ １８ ６９．４９ １００％ 

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 
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「ロータリーの綱領」が「ロータリーの目的」と変更されました 

 

1989 年から慣れ親しんできた「The Object of Rotary（ロータリーの綱領）」の日本語訳が「ロータリ

ーの目的」と改訂されます。「The Object of Rotary」として英語表記は従来のままですが、日本語訳

は「ロータリーの綱領」が「ロータリーの目的」と変わり、内容も現代的な表現に変わります。 

「ロータリーの綱領」という日本語訳を理解しやすいものにしようという意向から、ガバナー協議会に

「綱領等飜訳問題調査研究小委員会」が設置され全クラブへのアンケート実施しながら原案を纏めＲＩ

理事諮問委員会との調整、ＲＩ日本語課との協議を経て最終的に認められました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓ 

 

 

 

ロータリーの綱領 

 

ロータリーの綱領は、有益な事業の基礎として奉仕の理想を鼓吹しこれを育成し、 

特に、次の各綱領を鼓吹育成することにある： 

 

第一  奉仕の機会として、知り合いを広めること； 

第二  事業および専門職務の道徳的水準を高めること；あらゆる有用な職務は尊重され 

    るべきであるという認識を深めること；そしてロータリアン各自が職務を通じて 

    社会に奉仕するためにその職務を品位あらしめること； 

第三  ロータリアンすべてがその個人生活、事業生活および社会生活に常に奉仕の理想 

    を適用すること； 

第四  奉仕の理想に結ばれた事業と専門職務に携わる人の世界的親交によって国際間の 

    理解と親善と平和を推進すること。 

ロータリーの目的 

 

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。具体的には、次の

各項を奨励することにある： 

 

第1 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること； 

 

第2 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会として

ロータリアン各自の職業を高潔なものにすること； 

 

第3 ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活に於いて、日々、奉仕の理念を実践す

ること； 

 

第 4   奉仕の理想で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進すること； 

付記 

  「ロータリーの目的」の４つの項目は、等しく重要な意味を持ち、また同時に行動をおこさなければならない

ものであるということで、ＲＩ理事会の意見が一致した。 

                               （ロータリー章典 26.020） 

 

 

 

 

 


