
 1 

 

 

 

 

 

国際ロータリー2012～13 年度会長 田中 作次 

  

第 2562 回例会 平成 25 年 5 月 31 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     矢島 紀昭 会員 
◇ お客様 
  成田国際空港株式会社 代表取締役社長 夏目 誠 様、 

〃  秘書室長 関 恒明 様、広報室マネージャー 榎本 達也 様 
経営計画部戦略企画室 マネージャー 田中 義徳 様 

  成田ケーブルテレビ株式会社 齋藤 雅美 様、  〃   多賀 直人 様 
四街道ロータリークラブ 森本 次郎 様 

  成田コスモポリタンロータリークラブ 加瀬 邦雄 様 

 
◇ ニコニコボックス 

小井戸 国雄 会員：成田ロータリークラブにお世話になりまして 5
年近くになりますが、本日付けをもちましてＡＮＡクラウンプラザホ
テル成田を退職いたします。従いまして、成田ロータリークラブも本
日で退会させていただくことになりました。後任はすでに決めており
ますので、入会いたしましたら引き続きご指導ご鞭撻をよろしくお願
いいたします。本当に長い間ありがとうございました。 
 
設楽 正行 会員：5 月 25 日、花崎町商店街振興組合の第 10 回総会
が無事に終了いたしました。 
 
小川 賢 会員：うちの労務協会で研修会を年に 2 回行っております。
6 月 5 日、ビューホテルで 2 時から 4 時まで行います。入場は無料で

す。今回素晴らしい講師の先生に巡り合いました。もし会員の皆さん
でご興味があればと思いお話しさせていただきます。『企業経営に活
かす人事制度策定マニュアル』 日本人事総研 代表取締役 岡田勝彦
さんから 2 時間ほどお話をいただく予定です。資料を用意しておりま
すので、ご興味のある方はお持ちください。 
 
 
森本 次郎 様（四街道ロータリークラブ）：4 月に息子が成田高校
へ入学した際ご挨拶に伺いましたところ、「是非インターアクトクラ
ブへ」ということを言われまして、私も非常に困っておりましたが、
校長先生の後押しもあり、無事にインターアクトクラブへ入部いたし
ました。非常に大人しい長男なので、インターアクトの国外研修や、
ロータリーの青少年交換という色々なものを利用してもらえればと思
っております。あともう一つ、2011 年東日本大震災が起きた時、私は

ＮＰＯを立ち上げ、小学生、中学生、高校生でもいけるボランティアをやろうということ
で、ずっとボランティアバスをやっておりますが、それに長男を 5 回ほど連れて行きまし
た。実は 8 月にもこの企画があり、息子が是非インターアクトの皆と行きたいなと言って
たものですから、成田高校のインターアクトクラブの皆さんを特別価格でお受けいたしま
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すのでご配慮いただければ思います。また来週火曜日には会社の会議を成田で行い、その
後の懇親会の場所を考えておりましたが、“トムクルーズも行ったことのあるお店！”と
いうことで菊屋さんにお世話になることになりました。これからも成田の皆さんにお世話
になるかと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 
 
石橋 菊太郎 会員：森本様、ご予約いただきありがとうございます。 
 

平山 秀樹 会員：当初うちの娘一人だったインターアクトクラブの部
員が現在 5 人になり、今回森本さんが入っていただいたことにより大変
心強いということを申しておりました。人数が多くなり夢も広がってい
るようで、ボランティアをはじめ、ロータリークラブを通しての高校、
大学での海外留学体験などさせていただきたいというようなことも申
しておりまして、引き続き良い機会を与えていただき感謝申し上げると
共に、インターアクトクラブをよろしくお願いいたします。 

 
◇ 会長挨拶   小宮山 四郎 会長 
今年は１０日も早く入梅宣言がされ、蒸し暑く、うっとうしい

梅雨空が続く季節に入ってきました。皆さんの体調管理はうまく
出来ているでしょうか。 
本日は成田国際空港株式会社 夏目社長に卓話を頂くことに

なっております。宜しく御願いいたします。 
先週５月２４日（金）の例会は、大相撲５月場所１３日目の観

戦となりました。特に今場所は横綱、大関陣が好調で、気の抜け
ない好勝負が続いておりました。 
私達が観戦した当日も、私は両国へ向かうバスの中で、栄町安

食出身で相撲取りには致命的な心臓疾患を持ちながら幕内で頑張っている舛ノ山と、日本
の力士としては一番横綱に近い大関 稀勢の里を注目し応援して下さいとお願いをいたし
ましたが、皆さんの応援が通じたのか、この日は両力士とも勝つことが出来ました。千秋
楽が終わり結果的には、白鳳の優勝で幕を閉じました。稀勢の里は１３勝２敗で準優勝と
なり、横綱昇進は名古屋場所以降に持ち越しとなりました。また、舛ノ山はよく頑張りま
したが７勝８敗となり負け越しとなりました。来場所に期待をしたいと思います。取り組
み終了後、相撲協会の計らいで、関取と一緒に記念撮影が出来るとの事で、佐瀬会員のカ
メラで、関脇 豪栄道関を囲んで記念撮影をしていただきました。やはり近くで見る関取
の大きさには流石と改めて感心致しました。予想もしない大変貴重な経験をすることが出
来ました。詳しくは近藤親睦リーダーの後記が週報に記載されてありますのでお読み下さ
い。 
当日は幕下の取り組みから観戦しましたが幕下と関取との体格と風格の差は歴然として

おり、新弟子たちは毎日の厳しい稽古と食事により体を作っていくのだそうですが、５月
３０日読売新聞編集手帳にエジプト出身の大砂嵐の記事が載っていましたので紹介したい
と思います。 
北国の高校を卒業した多喜子は上京して住み込みのお手伝いさんになる。母親が言った。

「他人の家の飯には棘が入っている」つらいこともあるね、と。石坂洋次郎の「風と樹と
空と」である◆昭和３０年代の小説だが、子供を送り出す親の、波立つ胸の内は今も変わ
るまい。まして異国の、ひときわ特異なしきたりの残る相撲界である。親御さんの心配は
募っただろうと拝察する。エジプト出身の大砂嵐（２１）（大嶽部屋）が、十両に昇進し
た◆イスラム教徒ならではの苦労もしている。日の出から日没まで飲食を禁じるラマダン
（断食月）がある。戒律で豚肉は食べられない◆豚肉抜きの別メニューを用意するなど、
文化の違いが「いつか横綱になる」夢を傷つける“棘„にならぬようにと、師匠をはじめと
する周囲の人々が寄せた心遣いに支えられての昇進である。１人暮らしをする息子や娘を
思い浮かべながら、そのニュースに親代わりの気持ちで拍手を送ったファンもいるだろう
◆祖国に広がる砂漠にちなんだ四股名という。得意の突き押しで土俵に砂塵を舞わせるの
もいい。大砂嵐金太郎。いい名前である。 
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◇ 委員会報告 
・社会奉仕委員会      諸岡 靖彦 リーダー 
次回例会の卓話のご案内です。社会奉仕委員会から卓話講師を お招きいたします。講師
は、医学博士・笑医（わらい）塾塾長・高柳 和江先生です。 
 「笑う門には福来たる」 とか、「笑いは百薬の長」 と言われますが、長引く不況、
デフレ経済の中にあって、企業や地域社会そして、ご家庭で 談笑やユーモアが減ってき
ているのではないでしょうか？毎年自殺者が５万人を越え、ウツの潜在的な患者数は年々
増加中、いじめや虐待の話は枚挙に暇がありません。 
 橘 昌孝会員が、成田市健康増進課と一緒に進めておられる＜笑医（わらい）で元気な
市・成田市笑医（わらい）プロジェクト＞の中心人物が高柳先生です。 
 落語を聞いて 血糖値が下がるとか、吉本の漫才で 癌細胞に対
抗する免疫力が向上する、という医学上の効果症例は 多数認めら
れているそうです。 
 これを応用して、暗い、ギスギスした管理社会や、閉塞した世の
中に 『心からの感動と笑いを巻き起こす笑医プロデューサー』 を
養成しようと言うのが、講師の高柳先生のテーマです。 

 今年度最後の卓話は、チャーミングな女医さんの 現代日本に生
きる歓びを回復させ、日本人を元気にする、ほほえみ処方箋 のお
話しです。 
 
・個人写真撮影のご案内 佐瀬 和年 会員 
6 月 7 日（金）、14 日(金)次年度の名簿作成のための写真撮影を行いた
いと思います。例会前後（11 時 30 分から 14 時まで）上着と徽章、ネ
クタイの用意をお願いいたします。 
 
◇ 幹事報告   石川 憲弘 幹事 
１、 次週 6 月 7 日の例会卓話は「笑医塾」塾長  

医学博士 高柳 和江様です。 
２、 いよいよ小宮山年度も残すところ、あと一か月となりましたが、6 月 14 日は遠藤年

度会長以下各委員長さんの方針発表 
6 月 21 日は小宮山年度各委員会委員長さんの総括、そして 6 月 28 日ＡＮＡホテル
におきまして最終家族例会です。出席よろしくお願いいたします 

３、 成田青年会議所主催 「オンリーワンからめざすナンバーワン 
選ばれる空港になるために必要なこととは」6 月 25 日(月）19：
30 分より当ホテルにおきまして講演があります。参加費は無料
です。皆様の出席をお願いいたします  

 
◇ 卓話 

『イノベイティブ Narita』 
～選ばれる空港を目指して～ 
 成田国際空港株式会社 代表取締役社長 夏目 誠 様  

本日は大変伝統のある成田ロータリークラブにおきま
して、お話ができるということで光栄に思っております。
貴重な機会を与えていただき本当にありがとうございま
す。 
私は 46 年に国鉄に入社し 62 年まで 16 年間勤務し、そ

の後国鉄が破たんしＪＲへ採用という形で移り、それから
18 年間ＪＲで仕事をしました。駅中小売業の、当時東日
本キヨスクという会社に移りました。しかし売店が減少し、
新しい業態、新しい仕事に乗り出さなければならないとい
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うことでコンビニのＮＥＷＤＡＹＳ、本屋、ユニクロと提携したお店など、色々な駅中小
売業に取り組みました。その間、社名も変えようというこで“ＪＲ東日本リテールネット”
にし、色々と古い体質の財団でスタートしたキヨスク会社を小売業として生き残れるよう
な仕組みに変えようということで努力してまいりました。今回、どういうわけかご縁があ
り、成田国際空港の仕事をすることになりました。鉄道と航空の仕事は同じ交通業であり
ます。そういう意味で安全を最優先にしてサービス向上とかＣＳ向上に取り組むというこ
とは共通ですが、やはり仕事の中身は相当違っておりまして、本当に日々勉強しながら、
色々な方のご意見を聞かせていただきながら成田空港の発展、成長の為に全力で取り組ん
でいるところであります。どうぞよろしくお願いいたします。 
 
それでは本題に入らせていただきます。3 月の末に新しい中期経営計画を作成し発表いた
しました。そのことについて、少しお話しさせていただきます。 

 

 

Ⅰ．経営環境 
世界の航空旅客輸送量予測（2011 年～2031 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
・成田国際空港を取り巻く環境 ―オープンスカイの進展― 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オープンスカイとは・・ 

航空会社が自由に路線

や便数を決めることが

できます。そして、空港

側からすると、航空会社

に選ばれる時代に大き

く様変わりします。空港

としてはある意味大き

なチャンスでもあり、厳

しい競争にさらされる

こともあります。 

 

新興の経済国を中

心に更なる拡大が

見込まれていま

す。アジアについ

ては、世界全体よ

りそれを上回る更

なる伸びが期待で

きます。 
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・成田国際空港を取り巻く環境 ―空港間競争― 

 

羽田空港の国際線二次増枠  アジア主要空港の著しい成長 

2013年度末に羽田空港の国際線枠が6万回

から 9 万回に（うち昼間時間帯 6 万回） 

 アジア主要空港の今後の主な施設の整備予定 

＊ソウル：仁川空港 第 2 ターミナル 

＊香港：香港空港 ｻﾃﾗｲﾄ拡張、第 3 滑走路 

＊北京：北京第 2 空港 

＊上海：浦東空港 第 4、第 5 滑走路 

＊ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ：ﾁｬﾝｷﾞ空港、第 4 ﾀｰﾐﾅﾙ、第 3 滑走路 

＊ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ：ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ空港 第 2 ﾀｰﾐﾅﾙ、第 3

滑走路 

 

 

 
Ⅱ．中期経営計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．航空取扱量目標 
■ 2013年夏ダイヤからのオープンスカイ、空港容量 30万回への拡大を最大限に活用 
■ アジア有数のネットワークを強化するとともに 3大アライアンスやＬＣＣの拠点化を促進 
■ 国際線及び国内線の路線誘致を積極的に展開 

 

 

｜2015年度 航空取扱量目標 

１．航空機発着回数 26万回 →２３％増 （21.2万回）               
26 万回の内訳として 

≪国際線２１万回、そのうちＬＣＣを３万回、 

国内線５万回、そのうちＬＣＣを２．５万回≫ 

２．航空旅客数 ３，７００万人 →１１％増 （３，３４３万人）        

≪国際線３，１００万人、そのうちＬＣＣを４８０万人、 

国内線６００万人、そのうちＬＣＣを３５０万人≫ 

※()内の数値は２０１２年度実績値 

空港間競争の激化 
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Ⅳ．経営目標 
■ 30万回対応の施設整備を着実に進め、選ばれる空港となるための諸施策を推進 

■ 2015年度経営目標の達成を目指し、財務の健全性向上に取り組む 

 

 

｜2015年度 経営目標 

１．連結ＲＯＡ（連結総資産営業利益率） ４．２％以上（連結営業利益３６０億円以上） 

  

２．連結長期債務残高 ５，２００億円以下 

  

３．連結長期債務残高／連結営業ＣＦ ８．０倍以下 

・経営目標 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ．目指すべき姿 
首都圏の多様な航空ニーズに対応できるマルチ・ファンクション・エアポートとして、「お

客様から安心で信頼され、選ばれる魅力ある空港」を目指し、将来にわたって東アジアの
国際拠点空港としての揺るぎない地位を確立します。 
 

Ⅵ．基本戦略 
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Ⅶ．具体的な取り組み 

１．安全の徹底追求 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．選ばれる空港づくり 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．経営体力の強化 
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Ⅷ．設備投資計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に【イノベイティブ Narita】の名前について、一言申し上げます。成田空港はオ
ープンスカイを迎えて国際空港間競争が激化する中、選ばれる空港を目指して、選ばれる
ということはどちらかというと受け身の印象を受けますが、私どもとしては、決して受け
身の姿勢ではなく常に時代の最先端を進み、絶えず勝ち続ける、絶えずイノベーション（革

新）に挑戦する、し続けるんだという思いを込めてイノベイトという名前を入れました。 

最後に一言御礼を申し上げたいと思います。先般 5 月 20 日に、成田空港は開港 35 周年
を迎えることが出来ました。1978 年 5 月から 35 年間、空港の安全を最優先に日本の表玄
関として世界各国と国際航空ネットワークをつなぐ国際拠点空港の役割を果たしてきたと
考えております。今日ご列席の皆様方をはじめ、関係者の皆様方のご理解、ご協力、ご支
援の賜物であると、本当に厚く感謝申し上げる次第であります。これから国際空港間競争
がますます激化、オープンスカイというチャンスの時代を迎えます。35 年を一つの区切り
として、新たな時代をたくましく乗り切っていきたいと思っております。そして日本国の

為、地域の為に貢献したいと考えております。今後とも成田空港に対する絶大なご支援、
ご協力を賜りますようお願いいたします。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 

設楽 正行 会員 5月 25 日 ガバナー補佐会議 

石橋 菊太郎 会員 5月 28 日 千葉西ロータリークラブ 

 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６３ ６１ ４８ １３ ７８．６９％ 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 

 


