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国際ロータリー2014～15年度会長 ゲイリー C.K. ホァン 

  

第 2617 回例会 平成 26 年 7 月 25 日（金） 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      近藤 博貴 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 

山本一平 様 

成田コスモポリタンロータリークラブ   

金子 公久 様 

 

◇ ニコニコボックス 

橘 昌孝 会員：1 年 8 ヶ月ぶりに例会に出席することがで

きました。7 月 10 日に幕張の運転免許センターに行き運転に

支障はないという判断をいただきましたので、今日は自分で

車を運転してきました。今まで皆さんにご迷惑をおかけいた

しましたが、これからは厳しくいきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

松田 泰長 会長：暑い日が続いています。この暑さでうちのビールサーバーが大活躍で

す。橘会員の復帰と併せてニコニコいたします。 

 

◇ 会長挨拶   松田 泰長 会長 

皆さんこんにちは、いよいよ本格的な夏となりました、どうか熱中症には気をつけてく

ださい。 

本日は、成田コスモポリタンＲＣ・金子様、ＮＡＡ成田国

際空港株式会社・夏目社長様、山本様にお越しいただきまし

た。最後までごゆっくりお楽しみください。夏目社長様には

後ほど卓話をいただきます、よろしくお願いします。 

 今日はロータリーから離れてお話ししたいと思います。私

の仕事の一つにＬＥＤがあります。ＬＥＤ置き換えは省エネ

であることは皆さんご承知の通りですが、お客様との話の中

で必ず聞かれるのが「明るさはどうなの？」です。光にはい

ろいろな単位があってそれぞれの関係が理解されていないの
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が現状です。 

皆さんが最終的に求めるものは、周りの物が自然に見え、時には光をコントロールする

事によって食べ物が美味しく見えたり、その場の雰囲気を演出出来ることです。 

我々が明るさを感じるのは光源の強さではなくその光が物体にあたり反射した光である

ことです。その光が目に入り脳が反応するのはその光の明るさと光の成分です。 

 今日は少しだけ知識を増やしていただき、事業所で、ご家庭でその蘊蓄を披露してみて

ください。 

 

◇ 委員会報告 

・長期計画（ＣＬＰ）委員会  諸岡 靖彦 副委員長 

本日例会終了後、この会場にて今年度第２回目の委員会を開催いたし

ます。ご出席よろしくお願いいたします 

 

・親睦委員会    吉田 稔 リーダー 

8 月 22 日、納涼例会 屋形船 36 名。少し締め切りを延ばしましたの

で、今一度ご確認いただき出席の検討をお願いいたします。 

 

・奉仕プロジェクト委員会   設楽 正行 委員長 

委員会には 4 つの奉仕がありますが、今年は各奉仕を細かく分ける線

がありませんので、全ての奉仕委員会に所属していると認識してくだ

さい。本日は第１回目の社会奉仕委員会を開催いたします。また 8 月

20 日前後に奉仕プロジェクトとして全体の委員会を開催する予定で

おりますので、その節は出席の程よろしくお願いいたします。 

 

・ロータリー財団・米山記念奨学委員会 長原 正夫 委員長 

平山金吾会員からロータリー財団 冠名基金に 1,000 ドルの寄付をい

ただきました。 

米山の会報を回しておりますが、寄付金額は全体で 13 億 3700 万円。

前年比より 0,9％増加しております。ここ 5 年間で最高額です。特別

寄付金が最近増加しているそうです。簡単にご報告させて頂きました。 

 

◇ 幹事報告  神﨑 誠 幹事 

＜回覧＞ 

・習志野ＲＣ創立５０周年記念誌 

・ハイライトよねやま１７２号（7/11 発行） 

 米山奨学会より累計６，０００万円達成クラブ表彰 2014 のお

知らせ（6/30 付）  

・成田市福祉協議会だより No.111（7/1 発行） 

・８月 Rotaryrate １０２円 

・成田ＣＲＣより ８月例会変更のお知らせ 

・ガバナー事務所、ガバナーエレクト仮事務所 夏季休業のご案内（8/11-15 まで） 
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・成田市献血推進協議会文書総会について 

 

◇ 卓話 

～～～～ 成田国際空港の現況 ～～～～ 
成田国際空港株式会社  夏目 誠 代表取締役社長 

 日頃、皆様にはご理解、ご協力を賜りまして本当に感謝

申し上げます。伝統ある成田ロータリークラブでの卓話は

２回目でございます。前回は平成２５年５月３１日でした。

ちょうど１年１か月前。その時は、簡単に自己紹介をした

後、４月にスタートした＜イノベイディブ Ｎａｒｉｔａ

＞のご紹介をさせていただきました。本日は、その辺を踏

まえまして成田空港の現状や最近のトピックスなどをご紹

介したいと思っております。 

 

2013 年度は、旅客数が 3,604 万人、発着回数が 22.6 万回といずれも過去最高を記録し、

貨物取扱量が 198 万トンでした。その要因として円安や訪日ビザの免除・緩和に伴う東南

アジア諸国のお客様が好調であることや、中国本土のお客様が回復してきていること、LCC

の新規就航及び増便などが挙げられます。 

 

今後も引き続き拡大する航空需要を取り込むための国の取組みとして、「オープンスカイ

の推進」が挙げられます。オープンスカイとは、国際航空輸送を行うにあたって必要な、

地点・便数・航空会社数など、二国間で合意している制限（伝統的な国際ルール）を事実

上撤廃するものです。日本においては、空港容量に制限のあった首都圏空港を除いてオー

プンスカイが進められてきましたが、成田空港の容量拡大によって、首都圏全体の空港容

量の制約が解消される目途が立ったことから、高成長が続くアジアの需要を取り込むため、

首都圏空港を含めた戦略的オープンスカイが推進されております。成田空港におけるオー

プンスカイの進展状況としましては、現在、23 カ国 3 地域の国・地域と合意がなされてお

ります。なお、2013 年の成田空港における発着旅客数に占めるこれらの合意国の割合は

80％に達しております。 

 

LCC 専用ターミナルビルの進捗につきましては、現在、本館については地上床躯体工事

及び外壁工事を、サテライトについては内装工事及び設備工事を実施しているところです。

現在はバニラ・エア、ジェットスター・ジャパン、春秋航空日本の航空会社から入居の意

思表示を頂いております。なお、ターミナル供用に伴い、新たに約 2,800 ㎡の商業スペー

スが創出されます。 

 

2012 年 7 月に成田空港を拠点とした本邦 LCC、ジェットスター・ジャパンが就航し、

現在、ピーチアビエーション、バニラ・エアを加えた 3 社が国内線を中心に就航しており

ます。８月１日からは中国のＬＣＣ春秋航空の日本法人、春秋航空日本が成田空港を拠点

として新規就航します。成田から高松、広島、佐賀に 1 日 2 便ずつ就航予定で、佐賀は成
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田から新規の就航地となります。 

 

海外 LCC については現在 6 社体制ですが、タイエアアジア X が 9 月より成田からバン

コクに週 7 便にて就航予定、エアアジア X が 11 月よりクアラルンプールに週 4 便にて就

航予定となり、8 社体制となります。 

 

LCC による国内線ネットワークの拡大もあり、成田空港の国内線ネットワークは飛躍的

に充実してまいりました。現在、15 都市 16 路線に就航しております。国内線利用客もス

カイマークやＬＣＣ就航前の 2010 年 169 万人でありましたが、昨年度は 518 万人に達し

ております。国内線が充実することで、日本各地から国際線に乗り継ぐお客様や、成田空

港を経由して海外から日本各地を訪れるお客様、そして首都圏から地方へ、地方から首都

圏へ向かうお客様に大きな利便性を提供することができます。国際線のイメージが強い成

田空港でありますが、LCC の就航などにより、国内路線も著しく充実してきており、今後

も引き続き国内線の利便性向上に力を入れてまいります。 

 

LCC を利用される方への深夜早朝の対応についてですが、一昨日 24 時間営業のカプセ

ルホテル『ナインアワーズ』がオープンいたしました。駐車場料金についても、LCC 利用

促進のため深夜早朝に駐車場を利用した場合、料金が大幅に割引かれる制度を今月より適

用しております。 

 

成田空港では、外国のお客様に日本の魅力の発信として日本の酒の試飲・販売をしまし

た。また、訪日外国人の方々にも人気のある盆栽を展示し、手入れパフォーマンスも実施

しました。その他、日本の魅力の発信として忍びの世界をリアル体験、空手エクササイズ、

小舞台での出張演芸劇場等、様々な面から発信を行っております。 
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今後も増加が見込まれるムスリム観光客については、礼拝室を両ターミナルの一般エリ

ア、制限エリアそれぞれに１ヶ所、合計 4 ヵ所設置したほか、先月からは両ターミナルビ

ル内にハラール認証レストランもオープンしております。 

 

第１旅客ターミナル４階一般エリアの「エアポートモール」が今月 8 日に大幅リニュー

アルいたしました。 今回のリニューアルでは、新規出店が２７店舗、そのうち国内空港初

出店が２２店舗あり、これまでの空港に無かった靴、帽子、ステーショナリー、アート雑

貨といった専門店が出店いたしました。 

 

次に今後の首都圏空港機能強化について説明いたします。首都圏空港の発着枠について、

今年度中には成田空港は 30 万回、羽田空港は 44.7 万回の合計 74.7 万回となります。しか

しながら、近い将来首都圏空港の発着枠が不足すると予想されていることから、国土交通

省において「首都圏空港機能強化技術検討小委員会」が設置され、首都圏空港の機能強化

策にかかる技術的な選択肢の洗い出しが行われ、先日そのとりまとめ結果が発表されまし

た。 

当該委員会にてとりまとめられた、当空港の機能強化に関する検討案はご覧の通りとな

っております。 

 

こちらをもとに、自治体や航空会社などの関係者も参加する新たな場を設け、合意形成

を図っていくとのことです。 

 

2020 年東京オリンピック・パラリンピック後にも成田空港にとって付加価値となる政策、

役に立つ価値のある施設をきちんと残していきたいと考えております。そして成田空港の

更なる発展や飛躍の契機にしていきたい、チャンスにしていきたいと。 

最後に成田空港に対しまして、色々なご理解、ご協力を賜りましてありがとうございま

す。これからオープンスカイを迎えまして空港間競争が益々厳しくなってきます。そうし

た中、我々は何としてでも国際的な空港間競争を勝ち抜き、そして国や地域の発展に貢献

していくということを目指していきたいと思っております。そのためには、選ばれる空港

作りに全力を挙げていき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、

ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、私の話とさせていただきます。本

日は御清聴ありがとうございました。 

 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 
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第１回 メディア協議会 

 

 司会進行  平山 金吾 会員 

 開会の挨拶  堀口 路加 クラブ広報委員長 

 会長挨拶  松田 泰長 会長 

この記者クラブの皆さんとの協議会は、2009年にスタートし今回で通算8回目となります。 

本日もご参加いただき本当に有り難うございます。当初、記者の皆さんの目にはロータリ

ークラブというものはどの様に見えているんだろう、そして上手くいけばロータリーを取

り上げてもらえるかもしれない、という少し邪なところがあったことも事実です。しかし

それも第 1 回で軽く蹴飛ばされました、「記事に出来る魅力が有るか無いか」に尽きるのだ

と。 

気がつけばいつの間にかロータリーのＰＲを忘れ、時には空港問題に触れ、参道の在り方

に、市の行政に、市民の深い心に、と話しのタネが尽きることが有りません、どうか今回

も「良かったな」と思える一夜にしたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参加メディア 

読売新聞 林 英彰 様、千葉日報 高橋律孝 様、毎日新聞 早川健人 様 

時事通信社 石井靖子 様 

 

≪自己紹介≫ 時事通信社 石井靖子様（初参加） 

成田に来て 4 年目、生まれは東京江戸川です。父親が大変な飛行機好きで羽田空港によく

行っておりましたが、私が小学生の時に成田空港が『新東京国際空港』として開港致しま
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した。勿論、成田空港にも妹、父親と一緒に飛行機を見学に行きました。散々検問でチェ

ックを受け、挙げ句の果てに何しに来たのかと言われた事を覚えております。 

国土交通省の仕事を 2 回、トータル 4 年 8 ヶ月、成田も 3 年やっておりますので、今や

航空関係に詳しくなり、ここ 1 年は成田の事がわかってきて色んなところで発言させてい

ただいております。そこに住んでいると自分たちの良い所が中々わからないものですが、

他所から来た人は、眼が新鮮な分、意見も重要ではないかと思います。よそ者として、こ

れからも遠慮なく言わせていただきたいと思います。 

 

≪メディアの方々、ロータリー会員の方々の意見≫ 

・成田は上の組織がしっかりしているが故に、その次の世代がいつまでも隙間埋めをして

いるような状態。いつまでもそれではしょうがない、たまには方針に抗ってもいいのでは

ないか。いろんなもの(こと)を若い人たちにどうバトンタッチして行くのかを見ていきた

い。若い視点を皆さんがどう感じるか、若干の緊張感があるくらい抗う方が面白いのでは

ないか。 

・先日、バニラ・エアが 2014 年 7 月 1 日から成田/奄美大島線へ就航することを記念し、

加計呂麻島の小中学生（島の全小学生 6 名と全中学生 3 名の 9 名）が招待されました。子

供達が空港に着いてまずびっくりしたのは人の多さだそうです（加計呂麻島の人口は 1000

人程度）。どこへ観光に行くのかと思いましたら、ヒューマックスの３Ｄ対応映画館、印西

の小さな団地の夏祭りでした。しかし子ども達は大喜びで、お祭りでは山車を引いて大変

面白かったそうです。普段から私達も外国、外国と言っておりますが、ＬＣＣの飛んでい

る成田であれば国内でも色々なやり方があるのではないかと思いました。 

・先日のワールドカップで日本が大変な注目を浴びました。試合終了後のスタジアムのゴ

ミを拾っていたからです。これは偶然の産物ではありましたが、これからオリンピックを

迎えるにあたり、成田を知らしめる小さなきっかけになるのではないかと思います。アイ

デアがあればお金をかけなくても何かできるのではないでしょうか。発想の転換です。 

・夏休みに入り、子供達を取材することが多くなりました。青少年が夢中になり不安なく

暮らせる社会、ロータリークラブも色々やっていらっしゃいますが、東京オリンピックに

絡めて選手の育成、大会運営など、スポーツの現場に触れる橋渡しがあればメディアとし

ても取り上げやすいというのが正直なところです。成田は他の市町村に比べ、子供の数も

多いし、今後も増えていくと思います。子供達を取り巻く環境も厳しいですが、子供達が

今後も主役になって行く街、子供達の笑顔の支えになっていただけるような取り組みがあ

ればと思います。 

・今一番成田で注目されている問題、羽田の５本目の滑走路か、成田の３本目の滑走路か。 

3 本目の滑走路をどこに作るかという問題もありますが、騒音問題への思い切った対応策

が大事ではないでしょうか。 

・成田は美術館がない。古い方に加え新しい方も増えている成田なのに、市民の発表する

場所があまりありません。人口的な割合で行ったら、ニュータウンにあってもいいのでは

ないでしょうか。 

・支局があるのは、普通県庁所在地。成田はその事をもっと有効に活用して、メディアを

使って欲しい。 

・京成成田駅から成田山へ行くときに渡る開運橋、あれではベビーカーを押す人やお年寄
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りは大変です。弱者を除外するのではなく、弱者に優しい成田として開運橋をもっと渡り

やすい段差のないものにできないでしょうか。 

・個人的には、成田空港の第 2 ターミナル駐車場でローリングストーンズのコンサートを

やって欲しいと思っています。これほど斬新で前向きに成田空港を考えていったほうが良

いのではないでしょうか。 

・医者の立場から一言言わせていただきます。2025 年問題を皆さんご存知でしょうか？高

齢者が増え、10 年後には病院が足りなくなり死ぬ場所がなくなるのです。千葉の医療従事

者は、全国ワースト 3 位か 4 位。それなのに高齢化率は非常に高い。高齢者をどういうと

ころで診て（看て）いくか。地元がこのことを認識し、行政と協力しやっていかなければ

なりません。勿論成田も自治体として経済的に工夫してやっていかなければいけない状況

です。皆様に今後ご相談することもあるかもしれません。その時は、どうかご協力をお願

い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

豊田 磐、平山 金吾、近藤 博貴、高橋 晋 

喜久川 登、橘 昌孝、松田 泰長、佐瀬 和年 

石川 憲弘、矢島 紀昭、神﨑 誠、池内 富男 

深堀 伸之、平山 秀樹、長原 正夫、小寺 真澄 

堀口 路加、石指 雅啓、鈴木 信行、後藤 敦 

各会員 

７月２９日 第１回メディア協議会 

松 田泰長、佐瀬 和年、佐藤 英雄、諸岡 靖彦  

各会員 
７月２６日 

地区ﾛｰﾀﾘｰﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会

（RLI）開催準備説明会 

小宮山 四郎、諸岡 靖彦、設楽 正行、松田 泰長 

石橋 菊太郎、橘 昌孝、小川 賢、喜久川 登 

佐瀬 和年、石川 憲弘、神﨑 誠、成田 温 各会員 

７月２５日 ＣＬＰ委員会 

 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６５ ６４ ４４ ２０ ６８．７５％ 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 

 


