
 1 

 

 

 

 

 

国際ロータリー2017～18 年度会長 イアンＨ．Ｓ．ライズリー 

第 2788回例会 平成 30年 3月 23日（金） 

◇ 点  鐘   成田 温 会長 

◇ 国歌斉唱 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト    村嶋 隆美 会員 

◇ 会長挨拶    成田 温 会長 

３月中の移動例会は来週を残して最後となります。 

通常の例会形式は久しぶりなので報告等が多数ありま

すが、時間の都合もありますので、ご協力をお願い申し

上げます。 

成田市長 小泉一成様、ようこそお出で下さいました。

後ほどの卓話を楽しみにしております。 

本日は月桂樹例会でございますが、平成２３年震災の

年に成田クラブが創立５０周年を迎えた時に５０周年

記念事業実行委員長であった故平山金吾会員の発案により、記念事業として栗山公園に記

念碑と共に月桂樹の木を植樹いたしました事より始まっています。 

この月桂樹の木の言われですが、１９３５年（昭和１０年）にポール・ハリスがマニラ

で行なわれる世界大会の式典に参加する為に日本に寄ることになり、帝国ホテルに宿泊し、

玄関前に月桂樹を植樹いたしました。現在、帝国ホテルの玄関前に植えられている木は２

世だそうです。またその枝から挿し木をし、桐生西ロータリークラブの井本上輔氏のご好

意により譲り受けたもので、ポール・ハリスの月桂樹から４世になるそうです。新入会員

の方で、まだご存じない方は一度、栗山公園に行ってみてください。 

故平山金吾会員の平成２５年３月２９日の卓話で月桂樹のことが週報に載っておりまし

たので最後のところだけをご紹介いたします。 

「４世になるこの月桂樹を大切にしていきたい。水を飲むときは井戸を掘った人を思い浮

かべるという言葉がございます。ロータリーの原点はポール・ハリスにあります。５０周

年を記念して出版した「ロータリーへの道」でも約３分の２ページを使って少年時代を描

いています。ポール・ハリスの親睦と奉仕の精神は、ニューイングランドで過ごした少年

時代に祖父母からの教育の中から育ったものと思います。今ロータリーは低迷していると

心配する向きもありますが、私は真のエリート集団としてのロータリーはむしろこれから

花開くものと信じています。私は「あのような方が入っているロータリー」と言われ、「あ

んな者が入っているロータリー」と言われたくない。それには一人一人が自己研鑽、事業

の繁栄が出来るロータリアンであって欲しいと願っています。 

大分入会条件が緩くはなって来ておりますが、良いクラブでは、入会時の審査、教育がし

っかりしていて、出席の事、奉仕の精神についてきちんと教育しています。成田ロータリ
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ークラブが益々健全に、繁栄する事を念じております。」 

年に一回、ポール・ハリスを思い、平山金吾会員の事を思い、偲ぶことが成田クラブの会

員にとっては大切な事と思いご紹介いたしました。これにて会長挨拶を終わります。あり

がとうございました。 

 

◇ 委員会報告 

・社会奉仕  石川 憲弘 サブリーダー 

ＲＩのイアン・ライズリー会長が提唱しております「地球環境に

配慮すべくロータリアン一人が１本の植樹をしましょう」と言う

事で、３月３０日に成田山開基１０８０年祭に合わせ成田ロータ

リークラブ植樹例会を企画いたしました。当日は１０時４５分に

成田山大本堂前に集合していただき１１時の大護摩参拝（世界平

和・成田ＲＣ発展祈願）、１１時５０分頃成田会長によるシャクナゲ記念植樹鍬入れ式、

導師、岸田寺務長による法楽、記念撮影、１２時半ごろに例会場になります大本堂第一講

堂に移動。例会が終わりましたら光輪郭３階冬の間に移動し、坊入り。１３時４０分頃に

解散予定です。 

護摩料５０．０００円、志納金３００．０００円、坊入り料１００．０００円、出雲屋(お

寿司５１人分）、シャクナゲ植樹代約５００．０００円 予算の１００万円以内に収まる

予定です。 

 駐車場は、弘恵会土屋駐車場をご利用ください。雨天の場合は本堂前にて記念撮影 

 

・ロータリー財団・米山記念奨学委員会 遠藤 英一 委員長 

本日、米山記念奨学に１０万円とロータリー財団ポリオプラスに 

１，０００ドル、神﨑会員よりご寄付を頂きました。 

 

・クラブ管理運営委員会   角田 幸弘 委員長 

今月は移動例会が多く、月初の結婚記念日・誕生日の方は 4 月の方と

一緒に４月６日に行います。 

 

◇ ニコニコボックス 

設楽 正行 会員：9 日の IM をスケジュール手帳に 10 日で記入

しておりました。当たり前ですが、翌日ＡＮＡホテルに行ったら誰

もいませんでした。そのかわり千葉中央ロータリークラブに行って

メイキャップしてまいりました。私は花崎町商店街振興組合の会長

をしておりますが、先日、平均年齢 80 歳前後のおばあさんたちを

連れて旅行に行ってまいりました。無事に何もなく帰ってこられま

したのでニコニコいたします。 

 

諸岡 靖彦 会員：本日の例会会場に米屋観光センターをご利用

いただきありがとうございます。また、本日から始まりました春
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の高校野球センバツ大会に、我が母校が出場しています。同じ関東代表でも千葉の中央学

院や、同じ神奈川の東海大相模ほど話題校ではありませんが、9 年ぶり、9 回目の出場で、

楽しみにしています。 

 

角田 幸弘 会員：「世界で 1 番新しい機関車」、日本には 50 数

台の蒸気機関車がありますが 8 台が千葉県にあります。東京ディ

ズニーランドに 4 台、成田ゆめ牧場まきば線に４台です。そして

私の作ってお

ります新型Ｓ

Ｌが加わるこ

とになりました。まだ最後の組み立て

中です。試運転に成功しましたらまた

ご報告させていただきます。 

 

諸岡 正徳 会員：3 月 7 日、今年 28 歳になります長男がハワイ

で結婚式を挙げ 1 週間ほど不在にしておりました。男の子ですから

家内が号泣するかと思っておりましたら、身内でやった結婚式とい

うこともあり、私が号泣してしまいました。家族そして私にとって

大変思い出に残る結婚式でした。 

 

谷 直知 会員：3 月 20 日、イオンと成田市の地域連携協定とい

うのが締結され、その一環といたしまして“うなりくん WAON”

というのが本日発売になっております。真っ先に私も買いました。

300 円で購入し、これに現金をチャージしてお買い物をし、売り上

げの一部が成田市の観光振興のために寄付されるという仕組みで

す。形を変えたふるさと納税なのかなと思っております。ボンベル

タでも 1 階のサービスカウンターで販売しております。 

 

成島 陽子 会員：先日、新酒の会に初めて参加させていただきま

した。もともと大ファンだった長命泉をいただけるということで、

ついつい飲み過ぎてしまい、皆様に大変ご迷惑をおかけしてしまい

すみませんでした。しかし、これを機に皆様と親交を深められたの

ではないかなと思っております。今後ともよろしくお願いします。 

 

成田 温 会長：長女が第二子を出産いたしました。女の子でした。 

 

神﨑 誠 会員：3 月 16 日、職場訪問移動例会ということで松本

会員のお手配で成田空港を見学しましたが、この時、皆様とお会い

した警備員、説明した消防署の職員以外は、私どもの会社の社員で

ありまして、お世話になりました。ありがとうございます。 
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◇ 地区大会表彰 

ロータリー米山記念奨学会 

メジャードナー第１０回 

石川 憲弘 会員 

小川  賢 会員 

 

◇ 第 9 分区親睦ゴルフコンペの結果 

成田ロータリークラブより 10 名の参加（上位成績） 

第 4 位 長原正夫会員、第 8 位 永井秀和会員、第 10 位 神﨑 誠会員 

 ■団体戦結果 

・優勝 成田コスモポリタン ・準優勝 成田 ・第 3 位 富里 

 

◇ 幹事報告   長原 正夫 幹事 

【回覧】 

・例会変更 佐原、多古ロータリークラブ 

・週報  佐原、旭、印西、多古、富里、 

八街ロータリークラブ 

・出欠表（成田山植樹例会、２クラブ合同親睦ゴルフコンペ＆花見例会） 

・松戸東ロータリークラブ、成田空港南ロータリークラブより例会場変更のお知らせ 

・財団室 NEWS 3 月号 

・3 月の「水と衛生月間」のリソースのご案内、新出版物／出版物リニューアルのご案内 

・成田市国際交流協会より NEWS LETTER 3 月号 

・2018 JAPAN RYLA セミナーのご案内 

・ハイライトよねやま 216 号 

・交通遺児育英会より「君とつばさ」第 333 号 

・米山梅吉記念館より「館報」vol.31 2018 年春号 

・木更津 RC、佐倉 RC、松戸西 RC より、メールアドレス変更のお知らせ 

・地区大会記念誌 

【連絡】 

・３月のロータリーレート １ドル＝１０８円 

・ＲＬＩパートⅢ今月３０日までが締切です。４月１４日（土） 

・来週は、成田山新勝寺植樹例会となります。 

 

◇ 卓話 

成田空港の機能強化について 

小泉 一成 成田市長 

本日はこのような機会をいただき、成田会長を始めといたします

成田ロータリークラブの皆様方に感謝を申し上げます。やっと春め

いてまいりました。一昨日の春分の日の寒さや雨は何だったのかと

思います。桜の咲くのもあと数日、今、大相撲の春場所が開催され

ておりますが、花見と大相撲、肝心な事はせきとり
．．．．

でございます。
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そして先ほど谷会員からもお話がありましたが、この度、イオングループさんのご好意に

より「うなりくん WAON カード」を発行していただきました。利用金額の 0.1%が成田市

に寄付されます。寄付された金額については、本市の観光振興に係る事業に活用します。

私も本日、早速使わせていただきました。イオングループさんのありがたい取り組みに感

謝を申し上げます。そして本年は成田山開基 1080 年、成田空港開港 40 年ということで、

本市にとって節目の年であると思っております。成田空港は、現在、海外 110 都市、国内

18 都市と結ばれており、成田空港の利用客も 4 千万人を超えています。つい先日、第 88

代警視総監、そして警察庁の警備局長も歴任されました池田克彦さんの「成田の実情を踏

まえた危機管理」をテーマとした講演を聴きに行ってまいりました。当時、空港を整備す

るにあたり建設省は木更津沖を主張し、運輸省は八街・富里を主張しておりました。結局、

八街・富里に整備することに決定したわけですが、激しい反対闘争を受け、一転、成田市

へと変更されたわけです。しかし、この変更によって反対闘争をしている人に、反対をす

れば建設場所が変更出来ると思い込ませてしまった事により、成田闘争が激しくなった理

由の 1 つだとおっしゃっておりました。そして空港は富裕層が使うという時代でした。こ

のような背景もあり革新系は非常に運動がしやすかった。それもまた成田闘争の激しさの

一因ではないかと思っております。もう一つ、国は反対が約 1 割、この 1 割を押し切れば

空港建設は出来るということで、強引に進めて行ったこともまた、成田闘争が激しくなっ

た理由の 1 つではないかともおっしゃっておりました。ただその反対を受けまして、権威

主義から個々の意見を聞く事も大事であり、尊重しようと言う価値観が生まれたのが成田

空港問題シンポジウムではないかともおっしゃっておりました。また 1978 年 3 月、開港

間近で管制塔が襲撃されました。当時、空港周辺地域ではデモ・ゲリラが多発していまし

たが、開港を間近に控え千葉県警は空港だけを守るべきだと一点集中主義を主張したそう

です。しかし、警察庁の指示は空港を守るとともに各地点で展開されるデモ・ゲリラにも

対応ということで警備が手広くなってしまいました。結局、完璧を目指した結果、管制塔

の襲撃を招いたわけです。そこで教訓を得た事は、ゼロリスクを求める事はリスク管理で

最善ではないとおっしゃっておりました。これは防災対策にも通じるものがあると思って

おります。100%を求めても、災害対応は非常に厳しい。言葉を断定すれば、これは無理だ

と言っても過言ではないと思っております。池田先生が言うには、100%の安全はどこにも

ない、目指すのであれば 100%を目指す、そういう警備が大切だとおっしゃっておりまし

た。 

成田国際空港ですが、今国会の冒頭、安倍総理が施政方針演説の中で、成田・羽田で百

万回の発着回数を目指す、そして両空港の機能強化を目指すということを述べておりまし

た。国に聞きましたら、総理が施政方針演説で成田空港・羽田空港に触れる事は初めてだ

そうです。やはり政府もこの成田の機能強化というものを国の成長戦略としている。その

ためには成田空港の機能強化、羽田の飛行回数の拡張、これは非常に重要な事であるとい

う表れなのではないのかという事だそうです。政府は 2020 年にはインバウンド４千万人、

2030 年には 6 千万人と言う目標を打ち立てております。ニューヨーク、ロンドン空港の年

間発着回数はすでに百万回を超えておりまして、アジアの空港を見渡せば、仁川、北京あ

るいは上海、チャンギは既に拡張をしております。日本周辺諸国の空港の拡張整備は非常

にスピード感をもって整備している状況でございます。特に航空需要もアジア路線が非常

に拡大しており、このままではアジアの空港間競争でも負けてしまう。またアジアの航空
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需要の増大も取り込むことができないと言うことで、成田空港の機能強化、これは喫緊の

課題であるという認識でいます。そして一昨年 9 月、空港会社から国、千葉県、空港周辺

9 市町そして空港会社で構成する四者協議会に機能強化の案が提案されました。3 本目の

3,500 メートルの滑走路の建設、そして現在の平行滑走路の 1,000 メートル延伸、また、

早朝 1 時間、夜間 2 時間の飛行時間延長、そして夜 10 時以降の便数制限の撤廃などの提

案がなされました。これらの提案を受けて空港周辺 9 市町、全てではありませんが成田、

芝山、多古、横芝光、山武だけで、約 1 年半で住民説明会を約 200 回開催し、延べ 8,000

人の騒音地域の住民の方々と意見交換をさせていただきました。ちなみに成田市は 78 回開

催し、 延べ 2,645 人の方々と話し合いを進めてきました。その中で早朝 1 時間、夜間 2

時間の飛行時間延長は、静穏時間が 4 時間しかとれないと非常にその辺の反発が強く、今

回の提案では騒音地域の理解、同意は得られないということで、住民説明会での意見等を

踏まえ、国、県、空港会社に空港周辺 9 市町として再度、要望活動を行いました。これら

の意見を踏まえ、その後、空港会社から修正案が出され、3 月 13 日の四者協議会で合意に

いたりました。本来であれば、3 月 5 日に四者協議会を開催し合意をする予定でありまし

たが、今回の機能強化策では横芝光町は町の 40％が騒音下に置かれ、また町の中心部に位

置する JR 横芝駅が騒音地区に入ってしまうということで、機能強化の合意については横

芝光町は大変決断するのに苦慮されたという現実がご

ざいました。このようなこともあり当初の四者協議会の

開催日から延期となったわけですが、成田市の立場は騒

音地域の皆様方の理解と 9市町の合意を得る役割を担っ

ているので、3 月 5 日から 13 日までの 1 週間は私を含

め 9 市町にとって非常に長い 1 週間でありました。四者

協議会の概要については、本日皆様方にお配りしており

ます資料となります。 
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四者協議会で合意されましたが、これからがスタートだと思っております。そして成田空

港は成田の発展に欠かせない大きな存在です。成田空港の発展が地方創生であるという認

識の下、これからも良き成田市作りに取り組んで参りますので、どうか成田ロータリーク

ラブの皆様、よろしくお願いいたします。本日は御清聴有り難うございました。 

 

◇ 点  鐘   成田 温 会長 
 
MＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

小川 賢 会員 2月 28日 成田コスモポリタンロータリークラブ 
諸岡 靖彦 会員 3月 19日 RLI実行委員会パートⅡ勉強会 

諸岡 正徳 会員 3月 20日 
管理運営統括委員会会員増強・維持拡大委員会
第 1回委員会 

成田 温、長原 正夫、諸岡 靖彦、平山 秀樹 各会員 3月 22日 第 9分区会長、幹事会 

設楽 正行 会員 3月 22日 千葉中央ロータリークラブ 
成田 温、長原 正夫、石川 憲弘、神﨑 誠、村嶋 隆美 
谷 直知、大橋 創一 各会員 3月 23日 社会奉仕委員会 

平山 秀樹 会員 3月 25日 会長エレクト研修セミナー 

松田 泰長、神﨑 誠、平山 秀樹、高橋 晋、諸岡 正徳 
齊藤 三智夫 各会員 3月 26日 第 2790地区ＲＬＩパートⅡ 

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 

７４ ７１ ４０ ３１ ５６．３４％ ６１．９７％ 

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 

 


