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国際ロータリー2012～13 年度会長 田中 作次 

  

～～ 識字率向上月間 ～～ 

第 2553 回例会 平成 25 年 3 月 22 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     本宮 昌則 会員 

◇ お客様 

成田コスモポリタンロータリークラブ  菅波 幹雄 様 

◇ ニコニコボックス 

小宮山 四郎 会長：3 月 17 日（日）、成田ロータリークラブ杯争奪サ

ッカー大会が栄レインボーグラウンドで行われました。当日は、天気は

良かったのですが、河川敷のため北風が吹き大変寒く感じられました。

そんな中、多くの会員の皆様に参加していただきました。ありがとうご

ざいました。 

 

平山 金吾 会員：先週の 16 日土曜日、成田ビューホテルでニューモラ

ルセミナーが開催され、120 名ほどの参加を頂きました。成田ロータリ

ークラブからも会長をはじめ、何人かの方に御参加していただきまして、

ありがとうございました。 

 

諸岡 靖彦 会員：ＴＶドラマ「アポやん 走る空港」で私どもの米屋観

光センターが舞台に使われました。映像でたっぷり紹介、放映されまし

た。ありがとうございました。 

 

石橋 菊太郎 会員：足を悪くいたしまして不自由しておりましたら、

ある方から杖をプレゼントしていただきました。それと、長らくお待た

せいたしておりましたが、ホームページが完成に近づき 4 月 12 日、皆さ

んにこの席で完成の発表をさせていただきます。お陰様でどうにか恰好

がつきました。 

 

堀口 路加 会員：私が理事長を務めております社会福祉法人がありま

して、そちらに保育園が二つあります。そのうちの一つが幕張海浜保育

園と言いまして 37 年前にできました。このたび、全面改築工事が終わり

ました。また、この 4 月に JR 海浜幕張駅直結型の保育所ということで
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第二幕張海浜保育園を開設いたします。そちらの園舎も完成いたしまして併せた竣工式を

3 月 20 日に行いました。 

 

浅野 洋介 会員：4 月 1 日付で大阪へ転勤となります。成田ロータ

リークラブの生活は 2 年 10 か月。皆様に可愛がっていただきありが

とうございました。色々な思い出があります。ゆめ牧場さんでのバ

ーベキュー、祭りを見よう会、ゴルフ、深川の成田山別院参拝、屋

形船。お酒を飲むと記憶が無くなったりしましたので皆さんにご迷

惑をおかけしたのではないかと思いますがご容赦いただければと思

います。色々な意味で勉強させていただいた 2 年 10 か月でした。大

阪では、大阪南支社で支社長ということになります。後任には松村という女性支社長が参

ります。もし入会を認めて頂ければ成田ロータリークラブの中で初の女性会員となり、会

社的には節目的な役割が出来てよかったのかなと思っております。後任もよろしくお願い

いたします。大阪へお越しの際は気軽に声をかけていただき旧交を温めることが出来れば

と思っております。本当にお世話になりました。 

 

◇ 会長挨拶   小宮山 四郎 会長 

今年の桜の開花予想は例年よりも遅いとされていましたが、最

近の夏日を記録した暖かいというよりは、暑い日が続き一気に

花見日和となり行楽地は一斉に花見客で賑わい始めました。 

3 月 17 日（日）第 6 回成田ロータリークラブ杯争奪サッカー

大会が、栄レインボーＦＣグランドで開催され、天気は快晴の

中絶好のサッカー日和でしたが、河川敷のため北風が強くかな

り寒い中での試合となりました。 

然し、少年少女の選手達は、将来のＪリーガーを目指して寒さを感じさせない熱い戦い

を交わしていました。また、四十雀の選手達は、年齢を忘れて一生懸命ボールを追ってい

て、怪我が心配でしたが 1 人のけが人を出すこともなく無事に終了することが出来、ほっ

としているところです。 

開会式、表彰式には、大勢の会員に出席していただき有難うございました。そしてご苦

労様でした。私はこのサッカー大会に当たり、「一昨年の東日本大震災で起きた、福島県 東

京電力 第一原発事故による放射能汚染で、いまだ、故郷に帰りたくても帰れない人達、

サッカーをやりたくても学校に戻ることの出来ないでいる少年少女のお友達が大勢います。

もう一度、その人達に、思いを寄せながら、プレーをして下さい」と、お願いをいたしま

した。そして、選手たちはその期待通りのプレーをしてくれました。今回の第 6 回のサッ

カー大会も、大成功のうちに終了する事が出来ました。社会奉仕委員会の皆様の、準備か

ら実行までのご苦労に対し感謝しております。 

この大会をもって今年度の公式行事は大体終了となりますが、まだ、成田コスモポリタ

ンロータリークラブとの 2 クラブ合同花見例会、5 月の大相撲観戦例会等々行事は続き、 

ホームミーティングで、成田ロータリークラブに思うこと、そして我が職業奉仕について、

大いに語り、大いに親睦を深め、今後の成田ロータリークラブの活性化に繋げて頂きたい

と思います。そして、愈々次年度遠藤年度の活動計画作りの段階に入っていきますので、
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皆様のさらなるご協力をお願い致します。 

 

◇ 委員会報告 

・ロータリー財団・米山記念奨学委員会 設楽 正行 委員長 

米山記念奨学 

寄付者 滝沢 尚二 会員 

 

◇ 幹事報告   石川 憲弘 幹事 

１、 成田市社会福祉協議会 評議員として秋葉博行会員が平成

25 年 3 月末をもちまして任期 2 年がきれました。後任として

平成 27 年 3 月末まで近藤博貴会員が担当となりますので報

告申し上げます 

２、 次週 3 月 29 日（金）移動例会 栗山公園 11：30 集合 記念

写真を撮り米屋観光センターにて 12：30 点鐘となります。

例会卓話は平山金吾会員です。 

３、 4 月 3 日（水）2 クラブ花見例会 コスモポリタンロータリークラブより 

ゴルフの出場者人数を急いでくださいとのことです。尚 4 月 5 日（金）は振替休会

となります、お間違えのないようにお願いいたします。 

４、 ホームミーティング Ｂグループ 4 月 12 日ビューホテル、Ｆグループ 4 月 5 日 Ｕ

シティホテルに決まりました。4 月 26 日が発表例会です。各班のリーダーの方はよ

ろしくお願いいたします。 

５、 多古ロータリークラブより週報が届いております  

 

 

◇ 卓話 

新入社員と職業奉仕 

吉田 稔（株） 

空港アシストサービス代表取締役社長 

みなさん、こんにちは。２月８日に入会いたしました吉田でござ

います。きょうは、早々に卓和の機会をいただき、ありがとうご

ざいます。 

また、先日は新入会員の歓迎会および研修会を開催していただき、

ありがとうございました。新人研修会でも、職業奉仕について話

題になりましたし、季節的に間もなく４月１日を迎えることから

卓話のテーマは、「新入社員と職業奉仕」ということにいたしま

した。 

 

お手元に、卓和のレジュメをお配りしましたので、内容の概要として参考にしてください。 
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①航空貨物物流 今昔 

≪市内ターミナル≫ 

わたしもちょうど３０年前の４月１日に社会に飛び出しました。 

少し自分自身の事をお話しします。 

 

３０年前の４月１日に市川市原木に本社をかまえる「東京エアカーゴ・シティ・ターミナ

ル株式会社」に就職しました。通称ＴＡＣＴ（タクト）といいます。 

成田空港が都心と離れているため、空港と都心を結ぶ航空貨物基地として官民が一体とな

った設立構想に基づき成田空港の航空物流を補完する目的のターミナル運営会社です。 

資本金８９億２，０００万円で最盛期は正社員７００名超、協力会社を含めると１，５０

０人超という規模でした。 

テナントも１００社を数え、ターミナル使用人口は３，５００名でした。 

敷地内には、税関もあり成田空港発着貨物の輸出で８０％、輸入で５０％が原木タクトに

て通関されていました。 

 

成田空港が、遠隔地であることや十分な貨物エリアが確保できないという特殊事情を補完

するために設立された、非常に公共性が高い民間ターミナルでありました。 

東京の箱崎に東京シティエアターミナル（ＴＣAT）という成田空港を使用する人のための

旅客ターミナルがありますが、これの貨物版と考えればわかりやすいと思います。 

 

成田開港の遅延により完成したターミナルは稼働できず新入社員を自宅待機にするなど苦

難の時代もありましたが、開港後は成田空港貨物地区の補完機能を強く果たし、役割も大

きかったのですが航空貨物需要の伸びとともにターミナルがパンク状態になりました。 

 

このため、特に輸入貨物の処理が大幅に遅延し輸出貨物も当日の便に間に合わない等の品

質低下をもたらしました。 

 

これらの事象等が重なり、成田空港の航空物流について通関体制をはじめ規制緩和を求め

る声が高まりました。 

あわせて、大手貨物代理店を中心に空港近郊に自社ターミナルの建設が相次ぎました。 

このような経緯により従来の通関場所の基準について税関当局は平成８年４月より自由化

を決定しました。 

この影響により、原木ターミナルで扱う貨物は成田に集約されるようになりました。 

また、原木ターミナルのテナントも成田にシフトしていきました。 

我々社員には、早期退職の募集や給与のカットが始まりました。 

わたしは、まさか会社がつぶれることはないだろうという思いから給与カットにも耐え新

規事業の営業等に取り組んでいました。 

しかし、ちょうど１０年前の平成１５年２月末に社員および業界に解散が伝えられ同年９

月３０日にて解散いたしました。 

会社解散後は、規模を縮小した継承会社を成田空港で立ち上げました。 
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わたしは、別の業界を経験してみたいと言う気持ちと同時にもう一度サラリーマンをやれ

るという安易な気持ちでいました。 

しかし結局、解散前に新会社の設立準備室の業務に携わることとなり、そのまま新会社に

入社しました。 

その後、平成１７年に広い意味で同業である現在の会社に入社しました。 

少し遠回りになりましたが、会社解散や新会社の設立準備等の業務経験や人生のピンチを

共に過ごした先輩、同僚、後輩にも恵まれた貴重な時期であったと思います。 

②採用活動 

≪人材不足の解消≫ 

さて本題ですが当社は、いわゆる空港地上サービス業として航空貨物の取り扱いを行って

おります。飛行機好きなマニア的な人をはじめ空港業務に関心のある人が多く集まってき

ますが一方で現場の仕事やシフト勤務が合わなくて離職する社員も目立ちます。 

 

そうしたなか、最初のわたしのミッションは、採用担当でした。 

当時は、万年人出不足で年中採用募集をしていました。採用活動も場当たり的なうえ、定

着率も悪いので悪循環の連続でした。 

なかには、定住のため社宅入居を目的に取りあえず入社する者もいたくらいです。わたし

は、現状に疑問をいだいた一方で採用業務は未経験でした。 

 

③原点は青森県 

≪ある日の新聞記事≫ 

そんな折、新聞記事で青森県と沖縄県が例年、高校生の就職率でワースト１，２位を続け

ているという記事を読みました。 

わたしは、「これだ！」とおもいました。就職難で困っているなら、当社で採用すれば問

題解決だとおもいました。 

初期アクションをどこにすればいいのかわかりませんでしたが、取りあえず青森県の教育

委員会に連絡して青森県の高校生の力になりたい旨の相談をいたしました。 

先方も、懇切丁寧に採用窓口について教えてくれました。同時に県内高校の進路状況につ

いても資料を提供してくれました。 

早速、青森県下の高校についてターゲットを絞り込みました。ポイントは、進学校ではな

く就職志望の生徒が多い学校であること。 

こうして、青森県の学校訪問は見事的中しました。各校で歓迎され応募者も予想以上でし

た。あわせて、全国の高校へ求人したところ航空業界の華麗なイメージも後押しして大き

な反響がありました。 

さらに、仕事がら男性ばかりの職場にも女性の応募も予想以上にありました。 

各学校とお付き合いしてくると、更なるポイントに気がつきました。それは、ねらいは私

立高校重視ということです。 

公立高校だと、進路指導の先生と信頼関係が深まったところで転勤がありますが私立高校

だと担当の先生が比較的、長い間接してくれるということです。 
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学校によっては、ゲップがでるくらい生徒を推薦してくれたり校名の前に弊社付属と入れ

ようかというような冗談が出た時もありました。 

 

また専門学校については、航空系の学科を設置している学校が中心です。 

専門学校は、もともと航空業界での就業を希望している学生ですから同業者との競合や生

徒数が少ないという問題もありますが比較的対応しやすいです。 

各学校にて企業説明会の場を提供していただくわけですが、会社の宣伝や説明は誰でもで

きるし、また基本的にはその為に伺っているわけです。しかし、当社のモットーとして、

会社のＣＭは７０％くらいにして、残り時間は就職活動や社会人としてのテクニック等の

一般的なお話をします。 

なぜならば、いずれにしても来春の就職を目指している学生ですから少しでも参考になる、

お話をしてあげたいからです。 

 

≪女性の登用≫ 

以前には在籍しなかった女性社員の登用により、職場が明るくなりました。基本的に女性

も男性陣と同じ業務に従事しております。 

しかし場面場面では、「やだぁー、こんなの重くて持てない～！」というようなときには、

日頃あまり動かない男性社員が、「しょうがねいなぁー、俺がやってやるよ～！」なんて

具合で協力し合っています。 

職場が明るくなったことで、男女の間柄も明るくなりました。一方で会社としては、社宅

での異性訪問を禁止したのですが、これを社員が守らないという問題が生じました。 

いくら少子化対策と言っても、以前は社内恋愛ゼロでしたが結婚ブームが沸き起こりまし

た。 

 

いずれにしても、こうしたことを機に中途採用中心の採用方式を高校生、専門学校生中心

の新卒採用に移行しました。 

自社保有の社宅８２室は満室で、あふれる社員もおり全国各地の学生を受け入れておりま

すが、やはり青森県出身者は多く、社宅では津軽弁が飛び交っております。 

未成年の新入社員は、社宅に入居する際に両親とともに上京する子もいれば、一人で来る

子もいます。その子も、最寄駅までは家族総出で送り出され、特に母親は涙ながらに「い

やだったら、成田に行くのを辞めてもいいよ」と言われてきた社員もおりました。 

 

④ブラザー制度 

≪パーソナル指導≫ 

社会に出ると同時に、西も東もわからない成田での独り暮らし。 

ご飯に、掃除に、洗濯。当然会社では仕事を覚えなければならないし、人間関係も構築し

なければならないという人生のなかでも大きな激動期を迎えるわけです。 

新入社員の多くが、地方出身者ですからそのサポートにも工夫が必要です。 

まずは、ブラザー制度といいまして、比較的近い年代の先輩をお世話係として任命します。

ブラザーは、会社生活をはじめ新人の良き相談相手になれるように努めます。 
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ただし、相性もあるのでブラザーの直近上司が二人のことをよく見守るように留意します。

また、本社部門でも座談会を実施してなんでも相談や、今更聞けないキャンペーン、自炊

や掃除のヒント、社長面談を実施しております。 

 

⑤「社員を怪我や不具合から守る」 

≪安全第一≫ 

そして現場では、「社員をけがや不具合から守る」ことが第一です。 

ひとりひとりの安全意識だけでは限界がありますので小集団の組織をとおして、任せて任

せずの精神のもと、お互いを見守るようにしております。 

 

≪当事者だけでなく組織で≫ 

不具合があると、どうしても当事者にターゲットが当たりますが、このような指導中心で

は全社員が不具合を起こしていやな思いをしないと事故は減りません。不具合を起こした

組織のメンバーを我々が守れなかったことをまず反省すると同時に事象について情報を共

有化し組織をとおして次に繋げると言うスタンスです。 

⑥会社からの近況報告 

≪スナップ写真作戦≫ 

夏ころになると一応落ち着き始めるので、職場でのスナップ写真を実家と出身校にお手紙

を同封のうえ送付します。 

これには、多くの家族が反響します。お礼のお手紙をたくさんいただきます。 

電話しても出ないし、返信もないなかで心配していたが大きな安心につながったという感

じです。新入社員の実家の特産品も同時に送付していただくことも多々ありこちらも感激

しております。 

 

⑦「石の上にも三年」 

≪石の上にもサンヨー（３４）≫ 

細かいことを含めて他にも、「手を変え品を変え」て様々な対応をしておりますがこうし

た対応の甲斐もなく、シフト勤務や現場業務の適否から離職する社員も少なくないのです

がまずは「石の上にもサンヨー」と言っています。普通は、「石の上にも３年」ですが、

サンヨーというのは、グループ会社のことですが数字で表すと３４（サンヨー）になりま

す。よって３年すなわち３６カ月から２カ月おまけして３４カ月は頑張ってみようと言う

意です。 

 

⑧職業奉仕 

≪在籍中に学んだこと≫ 

先日の新入会員研修でも、「職業奉仕」について意見交換を行いましたが、その意味をい

ま私なりに考えております。 
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ステップアップする転職には背中を押してあげると同時に、止む無く離職していく社員に

も在籍中に経験したり、学んだことを少しでも今後の社会人生活につなげることが出来る

か否かが、社会に出て最初に就職した学生を受け入れた企業の職業奉仕の一部ではないか

と感じております。 

特に、探究心について習慣付けることが必要だと説いております。 

最初は、教わったことを機械的に反復すればよいけれど、しばらくしたら、いまの業務の

前後左右の関連性や他の方法について探究する習慣が必要と言うことです。 

貨物と言えども航空業界ですから、様々な英単語や略語が飛び交います。 

そうした単語や略語の意味について、機械的に暗記するのではなく疑問におもう自分、あ

わせて後輩の質問に答える自分でいてほしいのです。 

ナゼという疑問を探究することの習慣が、論理的思考力を増し組立と分解の整理につなが

ると言うことを、教えたいのです。このようなことが私としての職業奉仕の取りあえずの

第一歩かなと最近考えるようになりました。第二歩、第三歩についてはこれからのロータ

リーを通して深めることができればと思っております。 

航空貨物は、旅客業務に比べ大変地味な仕事です。しかし一方で奥が深く味のある仕事で

す。 

 

社内標語として掲げている言葉です。 

≪物言わぬ貨物の言葉 俺しだい≫ 

褒めてもくれない文句も言わない貨物に、荷受け人に届いた時になんと言わせるか（感謝

の言葉か、苦情か）はみんなの取り扱いの姿勢次第だということです。 

 

４月１日にグループで４８名の新入社員を迎えますので、私も気を引き締めて頑張ろうと

思っています。入社式では、昼食会も予定されていますが、お弁当は加瀬間さんにお願い

してあります。本日はご清聴ありがとうございました。 

 

◇ 点  鐘       小宮山 四郎 会長 

 

※ 本日、ニューモラル 521.522 号を平山金吾会員に頂きました。 

 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

石橋 菊太郎 会員 3月 17日 地区委員長会議 

小宮山 四郎、諸岡 靖彦、石橋 菊太郎、深堀 伸之 

平山 秀樹 各会員 
3月 20日 ホームページ委員会 

平山 金吾 会員 3月 25日 白井ロータリークラブ 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６３ ６１ ４１ ２０ ６７．２１％ 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 

 


