国際ロータリー2016～17 年度会長 ジョン Ｆ．ジャーム

第 2752 回例会 平成 29 年 6 月 9 日（金）
◇
◇
◇
◇

点
鐘
ロータリーソング
四つのテスト
ニコニコボックス

石川 憲弘
我らの生業
小岩井 学

会長
会員

谷 直知 会員：後ほど卓話をさせていただきますが、本日からボ
ンベルタ創業 25 周年の記念祭が立ち上がっております。25 年間成
田の皆様にご愛顧いただき誠にありがとうございます。感謝を込め
ましてニコニコさせていただきます。
菊地

貴

会員：谷さんの話を受けて私もニコニコさせていただき

ます。今日お手元に谷さんがチラシをお配りしていらっしゃいます
が、そちらで弊社の大きなふわふわうなりくんの写真が掲載されて
います。今回イベントの内容も含めて私どもの方へいろんな話をい
ただき、今回このような形でイベントを組ませていただきました。
1 年を通して数回このようなイベントを行います。ぜひ皆さんお誘
いあわせの上、遊びに来てください。
笠原 智 会員：先日、久米会員のＡＮＡクラウンプラザ成田さん
より顧問契約を結んでいただきました。大変重責のあることですが、
身の引き締まる思いと同時に光栄なことでありますので本日ニコ
ニコさせていただきます。
◇

会長挨拶

石川

憲弘

会長

先日の６月４日に今年度９分区会長・幹事会で、日光慰安旅
行に出席してきました。日光東照宮拝殿において９分区の各
ロータリークラブの安全と発展を祈願し、八街ロータリーク
ラブ高橋ガバナー補佐が代表して玉ぐしを捧げました。さて、
皆さんにご報告があります。急な話なのですが、長年にわた
りまして成田ロータリークラブの事務局として尽力をつくし
てくださいました黒須様が６月末日をもちまして退任するこ
とになりました。明るくそして仕事ができ皆様に人望がありました黒須様がお辞めになる
ことは成田クラブとして頭の痛いことですが、本人の意思は固いようです。７月からの事
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務局員として黒須様の知り合いで成田ロータリークラブの事務局を引き受けてもよいとい
う方がおりますので、第一候補として考えてもよいのではないでしょうか。また今日の例
会は、皆様のお知り合いで成田ロータリークラブ事務局としてふさわしい方がおりました
ら是非紹介していただきたくその時間を取りたいと思います。そして次週、面接をして臨
時の新、旧合同理事会で決めたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
◇

委員会報告

・成田環境ネットワーク
出向者 小宮山 四郎 会員
急なお願いで申し訳ありませんが、6 月 28 日水曜日恒例の空港周辺
道路美化活動運動でゴミ拾いが開催されます。9 時 15 分出発ですの
で 9 時ごろまでに国際文化会館に集合していただきたいと思います。
・次年度クラブ管理運営委員会

角田

幸弘

委員長

例会終了後、槇の間で次年度の委員会を行います。リーダー、サブリ
ーダーで準備を進めたいと思っております。ご出席の程、宜しくお願
い致します。
・成田市民憲章推進協議会
出向者 平野 省二 会員
5 月 22 日に総会がございました。昨年の実績として市民憲章に基づ
いた事業と言うことで、第 10 回成田ロータリークラブ杯中学校剣道
大会と 11 月 20 日ボーイスカウト成田第一団との交流会をクラブと
して事業を行ったということで報告しております。今年度は来年の成
田山開基 1080 年祭の協賛と言うことでクラブから次期会長の推進で
紅葉の木を成田山公園に植えようと言う企画がございますので、その
ことと第 11 回成田ロータリークラブ杯中学校剣道大会の実施を計画してあることを報告
してあります。
◇ 幹事報告
吉田
≪回覧≫
・例会変更 印西ロータリークラブ

稔

幹事

・成田市国際交流協会 NEWSLETTER NO216
・成田市市民憲章推進協議会総会資料
≪連絡≫
・各種出欠表
・6 月 16 日、23 日クラブ協議会年度総括を行います
クラブ協議会の内容が一部追加になっております。決議審議会の提案についておこない
ます。
・16 日の例会場はトップレストランです
・16 日は例会前に臨時理事会を行います
・16 日成田高校からインターアクトクラブ顧問の早川先生と生徒、合計 4 名が例会に参加
されます。
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◇

卓話

～～～自己紹介ならびに
ボンベルタについて～～～
谷 直知 会員／株式会社ボンベルタ
株式会社ボンベルタの谷直知と申します。昨年 11 月に成田
ロータリークラブに入会させていただき、早 7 か月が過ぎま
した。みなさま、あらためましてどうぞよろしくお願い申し上
げます。
はじめに簡単ですが自己紹介をさせていただきます。
私は昭和 45 年（1970）10 月 16 日生まれで今年 47 歳になり
ます。神奈川県横浜市で生まれ、幼稚園に入る頃に相模原市へ
引っ越しまして大学一年生までおりました。相模原というのは何にもないただの原っぱだ
ったのですが、ベッドタウンとして近年大変発展しまして、いまでは人口が 72 万人を超え
2009 年に政令指定都市になっております。読売ジャイアンツの元四番・元監督の原辰徳さ
んが相模原の出身では代表的な方です。私の生まれた昭和 45 年というのは、いわゆる第二
次ベビーブームがまさに始まろうとしているあたりでして、小学校に入ったら全校生徒は
1,500 人を超えていまして、一年生の時、私は一年七組でありました。一クラスが今と違
って 45 人もいた頃です。
当時はまあ、そういう時代なのでしょうか、中学校に入ったら部活動の内容に関わらず
とにかく男子は全員丸刈り強制という地域でした。非行防止のためらしいのですが、私は
そんな雰囲気がいやで、中学受験したらたまたま補欠で入れてくれた東京九段の暁星中
学・高校に通いました。靖国神社のすぐそばにある来年創立 130 年になる古い学校で、歌
舞伎の中村勘三郎さん、中村吉衛門さん、松本幸四郎さん、俳優の北大路欣也さん、峰岸
徹さん、藤村俊二さん、ビジーフォーのモト冬樹さんとグッチ裕三さんも出身のミッショ
ン系男子校です。自由闊達な校風が自分にあっていたのでしょう、九段下まで遠くても毎
日楽しく六年間通いました。大学は、ユニークな入学試験で当時有名だった国際基督教大
学（ＩＣＵ）へ行きました。いまではもう、眞子さま佳子さま小室さんと言えば皆様お分
かりの大学になりました。大変環境の素晴らしい大学で、これまたのびのびとキャンパス
ライフを謳歌いたしました。大学生のときに日本橋蠣殻町の三越外商部でずっとアルバイ
トをしておりまして、その影響で流通・小売業に興味を持ち平成五年（1993）に当時のジ
ャスコ株式会社（現イオンリテール株式会社）に入社いたしました。
ジャスコ（現イオンリテール株式会社）に入社し、今年で早 25 年になります。入社して
いきなり配属されたのは青森県西津軽郡柏村のお店でした。もらった辞令に「東北第一事
業部柏店勤務を命じます」とあり、当時の私はてっきり千葉の柏かと思いまして、千葉を
東北扱いするなんてさすが関西の企業だな、なんて思っておりました。ですが、着任して
びっくりです。なんにもないんです。もう見渡す限り田んぼとリンゴ畑。その向こうにお
岩木山がそびえているという光景です。柏村は人口 5,000 人の農村で、イオンは村おこし
の一環として誘致されていました。今でこそ全国にたくさんありますが、なんとこのつが
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る柏がイオンモールの記念すべき第一号の郊外型大型ショッピングセンターなのでした。
ここでの 3 年間はほんとうに貴重な体験というか、カルチャーショックの連続でした。最
初の一年位は津軽弁が全く分からず、まるで海外留学のようでした。
みなさんは津軽弁と聞いて何を思い浮かべますか？ひたすらどんくさくて田舎っぽい東
北弁というイメージでしょうか。ちなみに、「んだ」というのも津軽弁です。津軽弁は大
変豊かな言葉でありまして、「んだ」だけでも四種類ございます。
１）まずは「そうです」という肯定の意味での「んだ」。これは応用編として、よく若
い女性が「へえ、そうなんだー」など言いますね。これ、津軽弁では「んだんだー」、そ
れから標準語では「そうでしょう」の意味で「んでしょうー」などと言ったりしますが、
これは「んだびょ～ん」。
２）次に村の寄合等で見られますが、決議を取るとき「賛成」の「んだ」
３）そして返事、「はい」という意味での「んだ」
４）最後はおもいつきの「んだ」
このようにまあ、半分外国といってもいい環境です。なにせ村で標準語を話す若者は僕
と同期入社の乙部君の二人しかいません。出張の際に弘前駅までタクシーで行くのですが、
まず前日の晩にタクシー会社へ予約の電話を入れます。村で一軒しかないタクシー会社木
村タクシー、通称「キムタク」。電話して「もしもし」とか言った瞬間に、こちらが誰だ
か全部分かっちゃうんですね、「お、ジャスコだべ！ 明日の 6 時だべな！」という具合
です。ほかにも苦労したのは、私は紳士服売場に配属されたのですが、スーツのお客さま
に当然、シャツやネクタイもお勧めするわけですが、「あ？ネクタイ、おらいい！ 3 本
持ってるはんで！」とか言って全然買ってくれません。3 本て、黒と白といったい何色な
んでしょうか？まあ、こんな風にですね、驚きと戸惑いの 3 年間を楽しく過ごしました。
結局これを皮切りに東北地方で七年勤務しました。東北の最後は仙台ですが、仙台から転
勤で幕張の本社へ行くときに事務所で「ようやく生まれ故郷に近いところに転勤です」と
あいさつをしましたら、「あんれ、谷さんてば、山形の人でながったの！？」なんて言わ
れてしまうくらい、最後は東北に溶け込んでいました。
こうして私の東北留学は終わったわけですが、留学と言えばその後 2003 年～2004 年の
二年間、慶應義塾大学大学院経営管理研究科（慶應ビジネススクール）に社費留学をする
機会をもらいまして、2 年間全く仕事をせずに学生をやってお給料をもらったということ
がございました。この期間は家族ともども港北ニュータウンへ引っ越ししまして、東横線
の日吉にあるキャンパスへ通いました。ほんとうに丸二年間、大学院生として過ごさせて
いただきまして、もちろん研究もして修士論文も書いたのですが、夏休みや冬休みがあっ
たりしてそこはそれ、人生の束の間の楽園とでもいえましょうか、いい二年間であったこ
とには間違いございません。
その後、罰があたったのか 2007 年に今度は香港勤務となり海外へ出まして、2015 年ま
での足かけ 9 年間を、香港 2 年、広東省深セン 4 年、北京 3 年と中国で勤務しました。後
半 7 年間は苦しい（楽しい）単身赴任でありました。
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私は香港・中国、マカオと台湾も含めましてのいわゆる「中国・中華圏」に 9 年間住ん
で働きました。語りつくせない思い出とエピソードがあります。その中から、対照的な二
つをお話しします。一つ目は、日本とは異なる政治体制に関するものです。
2009 年、香港からお隣の中国本土の広東省シンセンに転勤になり二ヶ月くらいたった頃
です。広州の公安局（警察）が、イオンの衣料品の商品責任者（私）に対して出頭命令を
出してきました。聞けばなんとお店にいきなり警官が現れて、商品を没収していったとい
うのです。何事かということなのですが、メンズの半袖Ｔシャツ、そのプリントに問題が
あるというのです。プリントはアメリカンフットボールのユニフォームをイメージして、
フロントに大きく「８９」のナンバーが入っておりました。この謎が分かる方、いらっし
ゃいますでしょうか？
そう、１９８９年 6 月 4 日に起きた、いわゆる天安門事件。現在の中国では語ることすら
はばかられる「黒歴史」、タブー中のタブーなわけですが、公安当局のつけてきた言いが
かりは、「この８９Ｔシャツでイオンは中国政府に何か意見をするつもりなのか（それは
許さない）」ということであります。冗談じゃない、ひっくり返して見ていただければ「６
８」でもありますし、仮に 1989 年といったって、一年は 365 日もあるじゃないか。そん
な意図など毛頭ありません。これにはビックリしました。
二つ目は、目覚ましい経済発展、テクノロジーの導入です。これはある意味、日本より
も進んでいるのではないかと思うほどです。顕著な例は電気自動車です。当時から北京で
もシンセンでも、公共タクシーの一定割合は電気自動車（ＥＶ）になっていました。ＥＶ
は完全に実用化されており、普及も進んでいます。米国ＴＥＳＬＡ社のモデルＳなどは、
北京では毎日何台も見かけます。深センで乗ったＥＶタクシーの運ちゃん（ちなみに台湾
では運ちゃんで通じてしまいます）に聞きますと、充電ステーションなんてそこいらじゅ
うにあると。これは米国の投資家ウォーレンバフェットさんが大株主である中国資本の電
池の企業、ＢＹＤがつくったクルマです。だいたい２５０キロ走ると充電しているという
ことですが、市内を走っている台数が多いのには本当にびっくりします。極め付けはフォ
ーミュラＥです。皆様ご存じでしょうか？電気自動車のＦ１（レース）です。まだ日本で
はあまりなじみがないのですが、2014 年からグランプリが開催されておりまして、なんと
歴史に名を残す第一戦は、北京で開催されているのです。私は二年目のシーズンの開幕戦
を、やはり北京のオリンピック公園特設市街地サーキットで観戦してきました。ちなみに
今年は 3 年目のシーズンですが、第一戦はやはり中華圏、香港での開催でありました。こ
のフォーミュラＥ、日本の参戦チームは現在ありません。中国からは 2 チーム、インドも
１チーム参戦と、日本は水をあけられているように感じます。もちろん、と言いますか、
強いのはフランスのルノーとドイツのアウディではありますが。
ちょうど私が中国に行っておりました 2007 年~2015 年の 9 年間という期間は、中国経
済が目覚ましい成長を遂げた時期でもありまして、ご存じの通り 2008 年は北京五輪が開
催され、2010 年は上海万博の年であります。私はどちらも中国で経験いたしました。また
会社も海外における店舗数を飛躍的に伸ばす時期でありました。私が衣料商品部の仕事を
通じて中国でオープンに関わった新規出店物件（中国のイオン）は 9 年間で実に 22 店舗
に上ります。その中に身を投じて働けたということは、大変貴重な経験だったと思ってお
ります。
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さて、私はそのような激動の中国勤務を経て 2016 年 4 月に日本に戻って参りましてボ
ンベルタの社長を拝命し今に至っております。
ボンベルタについて少々ご説明いたします。あまり知られていない話なのですが、ボン
ベルタというのは、実ははじめからイオンであります。現在もイオンリテール株式会社の
100％子会社なのですが、それは設立当初からそうでした。1980 年代の半ば、イトーヨー
カ堂さんが「ロビンソン」、ダイエーさんが「プランタン」といった百貨店業態を開発し
ていましたが、当時イオンが始めた百貨店業態が「ボンベルタ」です。一号店は埼玉県上
尾市でした。1974 年にイオングループ入りした茨城県水戸市の「伊勢甚百貨店」の人材、
ノウハウ、お取引先様に大いに協力を頂いて作った業態ですので、ジャスコらしいところ
があまりなく、お客さまからは別資本と思われていたふしもございます。ですから、「ボ
ンベルタは 5 年前の改装を境にイオンになっちゃった」とご理解される向きもおありです
が、決して乗っ取られたわけではございません。ただ 5 年前の改装の際、品揃えをだいぶ
量販店的かつシニア寄りにシフトしましたが、実はお客さまのご評判はあまり芳しくあり
ません。近い将来品揃えの刷新も含めて、より地域のお客さまのニーズに応えられるお店
になるよう頑張って参ります。「お買いものもついでにできる、地域の公民館・コミュニ
ティセンターのようなお店」を目指しております。成田のみなさんの「心地よい居場所で
ありたい」と、そういう願いをもっております。
ボンベルタ成田店は、おかげさまで今年開店 25 周年を迎えました。
6 月はちょうど本日 9 日金曜日から 13 日火曜日まで開店 25 周年記念セール第二弾を実施
中でございます。明日 10 日土曜日には、冨里北中学校の吹奏楽部さんがボンベルタで青空
コンサートをしてくれます。また、11 日日曜日は「赤坂こどもまつり」ということで、う
なり君、ちーば君をはじめとする地域のゆるキャラがボンベルタに集合し子供さんたちと
楽しいイベントをしてくれます。その他にもフラダンスチームや新体操クラブの発表会な
どもございます。地域の皆様と一緒に、この 25 周年を祝いたいと思います。皆様どうぞ、
この機会に成田ニュータウンのボンベルタまで足をお運びください。今後ともなにとぞよ
ろしくお願い申し上げます。本日はご清聴、誠にありがとうございました。
◇

点

出 席

鐘

石川

憲弘

会長

表

会員数
７１
ＭＡＫＥ ＵＰ

出席義務者数

出席数

欠席数

出席率

前回補正

６９

４６

２３

６６．６６％

-

ＣＡＲＤ
氏

名

月 日
６月７日
６月７日

渡辺 孝 会員
堀口 路加 会員

ク ラ ブ 名
成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
習志野ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

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

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
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