
 1 

 
 
 
 
 

国際ロータリー2011～12 年度会長 カル ヤン・バネル ジー 

 
～～ 職業奉仕月間 ～～ 

第 2483 回例会 平成 23 年 9 月 30 日（金） 

◇ 点  鐘       平野 省二 会長 
◇ ロ ー タ リ ー ソ ン グ    奉仕の理想 
◇ 四つ の テ ス ト      歌唱 
◇ お 客様紹介 

成田コスモポリタンロータリークラブ   越川 和哉 様、宮﨑 廣一郎 様 
富里ロータリークラブ 寒郡 政雄 様 
成田高等学校 早川 公敏 先生、多部 瑞菜 さん 

◇ ニ コ ニ コ ボ ッ ク ス  

角田 幸弘 会員：先日、月見例会の際に、私が趣味で動かしており

ます蒸気機関車にご乗車いただき有難うございました。素敵な夕暮れ

時を楽しんでいただけたらと願っておりましたが、そう言う声も聞か

れ大変有難い気持ちで一杯です。うちの汽車の会の会員からも大変喜

びの声が聞かれ私も嬉しい限りです。今日は、テーブルの上に名刺サ

イズの案内をおかせていただきました。うちの汽車の会は会員２、３

０人でやっておりますが地元である成田の会員が２人しかおりません。

なんとかお力添えをいただき（マニアじゃなくても結構です）機械い

じりが好きな方、園芸が好きな方、いらっしゃいましたらゆめ牧場で汽車でも触ってみま

せんか・・・ということで声をかけていただけたらと思います。ロータリークラブ会員の

紹介もしていないのに汽車の会の会員のお誘いをこの場でするのも恐縮ですが、よろしく

お願いいたします。 
 

平山 金吾 会員：ちょっとＰＲをさせていただきます。『空港圏の未

来を語る会』という会を定期的にやっておりますが、今回９回目を１０

月４日（火）に全日空クラウンプラザホテルで開催いたします。机の上

に２、３枚ずつ置かせていただきましたが、今回 終回ということで落

語家の金馬師匠も呼んで賑やかにやろうと思っています。本題は日本経

済新聞社の論説委員 中山淳史 先生をお呼びして空港に関するお話

をしていただこうと思っております。～海外からみた成田 羽田の役割

並びに今後の航空界～ 発表にもなっておりましたが、羽田がオープン

して昨年度９月のシルバーウィークの人出は成田１５％減。そのぶんぴったり羽田が増え

ているということもお聞きしております。ということで成田を何とかしていかなければな

らないということで、『空港圏の未来を語る会』は成田空港の応援団です。参加希望の方

は是非お申し出いただければと思います。 
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大澤 浩一 会員：今日は、本校の２年生 多部 瑞菜君が来ておりま

す。先日韓国の国外研修に行かせていただきまして、本当に有難うござ

いました。また餞別までいただきましてありがとうございました。そし

てもう一つ、昨日、中高新校舎の上棟式を行いました。本当に皆様の物

心両面に渡るご援助で順調に進んでおりまして、来春には竣工という段

取りになりました。今回、ここにいらっしゃる工藤会員には色々準備し

ていただき、昨日は上棟式、古式ゆかしく平安時代来のような形でやり

まして、興味深くまた無事に終わった事を嬉しく思っております。皆様に

感謝申し上げます。 
 
平野 省二 会員:今日で会長職を拝命し満３ヶ月になります。他の役職

と重なり満足にできているのか疑問でありますが、皆様のご協力をいただ

きなんとかここまでこられました。 
 
細矢 正雄 会員：先週に引き続き今週もニコニコさせていただきます。

どういう流れで私の所へ話がきたのかわかりませんが、私は佐倉高校の卒

業ですが、成田高校に校舎新築の寄付を致しました。大澤先生、おめでと

うございます。本題ですが、昨日非常に感激したことがありました。ホテ

ルオークラで我々の業界の大会がありました。それに出席した帰りに東急

線の東横 中目黒から電車に乗りました。そうしましたら目の前に座って

いらっしゃった６０代のご婦人が立ち上がりまして「どうぞ、お座りください」と言われ

ました。これにはなんといって言いか・・・「次の駅で降りますから結構です、ありがと

うございます」と申し上げたのですが、なぜ私を指名したのか聞きたい気持ちで一杯でし

た。京成電車ではだいたいシルバーシートというのがありまして、高齢者、妊婦、松葉杖

を持った人、病人には席を譲りましょうということになっております。東横線にはそれは

ありませんでした。今までは席を譲られたりすることが一度もありませんでした。実際譲

られると、『これはいよいよ私も高齢者とみなされたのかな』とちょっとがっかりもしま

した。実はなぜ私に席を譲ろうと思われたのか聞きたかったのですが、それもちょっとと

思い、降りるときに「心遣いに感謝申し上げます、有難うございました。失礼します。」

と頭を下げて降りてきました。大人の対応ですね。 
 
江塚 春夫 会員：いろんな面で昨今全日空のニュースが流れております

ので、若干解説をさせていただきます。一点目は、１週間ほどまえに沖縄

～羽田間で危険な姿勢（背面飛行）があったというニュースがありました。

スイッチの操作を間違えまして５，０００フィートぐらい急降下をしてし

まいました。原因はまさに報道されている通りであります。今はハイジャ

ックに対する基準が厳しく機長が沖縄～羽田なものですから３時間ぐら

いのフライトになりますので途中でトイレに行きました。その間、操縦席

のドアを操縦士が開錠しようとしたところが、当然ながら一人で操縦して

いるものですから前を向きながら操作したら違うスイッチを触ってしまったということで

す。インタビューにも副社長が出ておりましたが、重大事象と言う認定を受けております

ので、いわゆる事故調査委員会に全て調査をゆだねております。当社はそれに全面的に協

力するという形になっております。当社の方から推測要因等を自ら公表することはできな

いという状況でございまして、記者会見等でなんだかはっきりしないなという印象を受け

られたかと思いますが、内容はそういうことでございます。ある程度原因は分かっており

ますので、お客様には大変ご迷惑をおかけしましたが再発防止は出来ると確信しておりま
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す。それからもう一つ、同じ日にボーイングの７８７がついに

やってまいりました。本来は２００８年に受け取る予定でした

が、３年半の遅れでございます。この飛行機は報道等されてお

りますが、次世代の画期的な性能を持った飛行機で、特に機体

を構成する材料が殆ど構造材にまで炭素繊維を使っております。

その炭素繊維というのは殆ど日本製でございます。ある意味、

純国産と言える飛行機です。今や日本の国は飛行機を造ること

はできるのですが、逆に今度の飛行機はボーイング社の方はむしろブラックボックスが増

えています。 後のノウハウは渡さないぞということで、公開してしまったらおそらく国

産でそれ以上のものを造る技術があるということです。５５機の発注をしておりまして、

急速に導入をする予定です。それで以前一度触れましたが、ボーイング７８７の世界で始

めてのお客様を乗せた商業飛行というのが成田空港から行われます。１０月２６日、成田

から香港行きのチャーター便を出します。これには、世界各国の報道陣（おそらく報道中

心になると思います）が１００名以上乗ります。私どもの社長も成田で記者会見をしてか

ら搭乗予定でございます。それから１日香港においてその飛行機は戻ってきます。翌日２

７日、２８日お披露目ということで遊覧飛行を２日間４フライト行う予定でおります。な

んとか私の方も地元の方に乗っていただきたいということで座席枠の確保に奔走いたしま

したが、若干限りがありますので市長を始めと致しまして、周辺市町村の長の皆様方、等々

で一杯になってしまいました。それから先ほど『空港圏の未来を語る会』の紹介がござい

ましたが、この会は随分長い間やっておりまして、実は私どもの会社の先輩であります上

野というものが色々な形で平山会員、豊田会員 監事の皆様のご支援を得て今まで続けて

きたということでございます。 終会につきましては落語家の金馬師匠もいらっしゃいま

すので、是非多数ご参加賜ればと思います。 後に、多古町で田んぼを

提供していただきまして、米を作っております。社内でＡＮＡＴＡ米と

いう名称です。稲刈りに行ってまいりましてケーブルテレビさんに取材

にきていただき私が映っていたということでニコニコいたします。 
 

高橋 晋 会員：９月３０日を持ちまして、佐倉裁判所から長年の調停

委員に対して感謝状をいただいき無事に定年となりました。これからは

もう少し例会に出席できるように努力したいと思います。 
 
諸岡 靖彦 会員：９月１９日恒例の 茶道・表千家同門会千葉県支部

主催の成田山献茶会が 大本堂及び光輪閣に於いて開催されました。支

部長としての務めが果たせました。この件は 成田ケーブルテレビのニ

ュース番組でご紹介いただきました。 
 
角田 幸弘 会員：（２回目）先ほど言い忘れました。ゆめ牧場当日、

遠藤会員には早く来ていただき、暑かったのですが汽車の火を入れて運

転していただきありがとうございました。 
 
遠藤 英一 会員：９日の日は 初から全部親切に教えていただき２時

間程前に行き、新聞紙を燃し、木っ端を燃し、薪を燃し、、、やっと１

時間半経ち石炭にかわり蒸気が上がりました。あれは乗せてもらうより

も自分で動かしたほうが断然面白いです。楽しい体験をさせていただき

ました。ありがとうございます。 
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◇ 会長挨拶   平野 省二 会長 
皆さんこんにちは、９月末日の例会です。今日で３ヶ月になります。今

日のお客様富里ロータリークラブ元ガバナー補佐寒郡様、コスモポリタ

ンロータリークラブ越川様 、宮崎様そしてインターアクトの国外研修

に参加されました成田高校の多部さん、同校顧問の早川先生ようこそお

出でくださいました。 どうぞゆっくりしていってください。今日は例

会後にクラブ研修セミナーが開催されます。入会３年未満の会員の方々

が対象です。諸岡クラブ研修特別委員会委員長によりクラブ活性化ＣＬ

Ｐについて研修会を開催します。必ず出席してください。私事ですがまた地元の行事が多

くロータリーに集中出来なくて皆様にご迷惑をお掛けしますこと、大変申し訳なくお詫び

いたします。でも、やっと会長職１／４が過ぎいくらかほっとしております。今後とも会

員の皆様のご支援をお願い致します。 
さて、前回の例会時に秋のクラブ親睦旅行の計画が、旅行会社の不手際により一部変更

を余儀なくされ、会員各位には大変ご迷惑をお掛け致しました。特にご夫婦で参加を申し

込まれた方々には、お部屋の都合がつかず心よりお詫び申し上げます。残念ながら飯田ク

ラブ管理委員長による周到な計画が叶えられず誠に残念ですが、今回は中止とさせて戴き

ました。再度、親睦委員会にお願いいたしまして、年明け節分後の頃に旅行を計画してい

ただくようお願いして御座いますので、その節は多くの会員の皆様の期待に沿うよう計画

を練る所存であります。 
話しは変わりますが、先日クラブ奉仕委員会の目玉行事であります映画会の企画にあた

りまして、エクレール｢お菓子放浪記｣の試写会を諸岡直前会長のお計らいで、船橋勤労市

民会館で事前に見ることが出来ました。当クラブ実行委員の多くの方もご覧になったと思

います。終戦間近のひとりの戦災孤児が戦中・戦後を必死に生き抜いていくアキオ少年の

姿を通して、食べることさえ出来ない時代にお菓子への憧れを、平和への希望にまで昇華

した作品だと思います。メインロケ地となった宮城県石巻市を一瞬にして壊滅させた、先

の東日本大震災の大津波は、あの素晴らしい景色が瓦礫の街となり、この映画の戦後の荒

廃を映しだした情景と重なりあって、人々がお互いに助け合い一生懸命生きて行く姿は、

観ている我々に｢支えあう人の心の大切さ｣を教えてくれた映画だと思いました。 
 この映画をロータリーの奉仕の実践の場として、一人でも多くの方に鑑賞していただく

よう、関係各位の協力を頂きながら開催し、被災された東北３県の復興の手助けに、微力

でありますが支援して行きたいと考えます。 
 
 

◇ 委員会報告 

 
・地区 新世代奉仕委員会 インターアクト委員会 大澤 浩一 委員 
先日、本校の生徒も含めて３泊４日で釜山と馬山に行ってきました。馬山

と正式な友好協定みたいなものを結んで年明けには千葉に来るそうです。

地区 新世代奉仕委員会の津留委員長から、お寺、成田の街中の案内など

成田でも協力して欲しいと言うことです。正式に決まりましたら皆様にも

ご協力お願いいたします。 
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＜成田高等学校 多部 瑞菜 さん＞ 
９月１５日から１８日まで韓国の馬山というところにお世話になりまし

た。馬山というのは海の見える綺麗な町でした。私は馬山高校の学生と交

流したり釜山市内の大学の学生の方に観光案内をしていただいたり色々

な交流をすることができました。特に馬山高校の学生とお互い片言の英語

で交流できたことがとても楽しかったです。初めて行った国で新しい友達

を作る事が、私にとって一番心に残った事となりました。今回、私も含め

て２５名の学生を韓国へ送り出していただき、そしてとても貴重な経験をさせていただき

有難うございました。 
 
＜成田高等学校 早川 公敏 先生＞ 
今年度よりインターアクトクラブを預かっております。日頃色々とご支援

ご援助ありがとうございます。私自身がインターアクトに関わるのが初め

てなものですからまだ不十分なところが沢山あります。今後色々勉強しな

がらやっていきたいと思っておりますので、どうぞ宜しくお願いいたしま

す。 
 

・クラブ管理運営委員会 親睦委員会   佐瀬 和年 リーダー 
9 月 27 日 U－シティホテルにて委員会を開催いたしましたのでご報告い

たします。 
議 題： 
①親睦旅行について 
②例会における親睦委員の働き プログラム委員会との役割分担 
③忘年例会・新年例会 
 

① 秋季親睦旅行は、宿の事情により中止となりました。 
2 月の節分過ぎに一泊旅行を計画いたしました。入会の新しい会員が多く参加できるよ

うに、企画いたします。 
② 通常例会の中で、親睦委員とプログラム委員の出番調整を確立いたします。 

特につき始め例会の出番調整を見直します。 
③ 忘年例会では、オークションと鮪の解体ショーを企画いたしていります。 

 
上記②③議題の基本理念は奥様に喜んでいただける催し物であることにポイントをおき

ます。期待をもってお待ちください。 
 
・「エクレール」映画上映会プロジェクト 佐藤 英雄 会員 

９月２２日、船橋で映画鑑賞会がありまして、私も午後一番の上映に行

きました。そこで平野会長と矢島幹事さんにお会いしましたので３人で

一緒に観させて頂きました。色々思うことがありましたが、私は昭和１

８年生まれで、生まれたところが東京の荒川区の南千住と言うところで

す。あの映画に設定してある浅草や上野やその近辺で大きくなりました

ものですから、感慨ひとしおで観させていただきました。当初、戦争孤

児ということでどうしても暗い映画になるのではないかと思っておりま

したが、観ているとどんどん主人公に同化したような意識が強くなりま
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して、 後には年のせいもあり涙が出ました。よい映画を観させていただきました。たま

たま３日くらい前の読売新聞の夕刊にこの映画の石巻での上映が決まったということが書

かれていました。映画のエキストラで出演されていた方が１００人ぐらい亡くなったそう

です。特に映画を観た方はお分かりになるかと思いますが、少年が北上川河口のヨシ原を

船でいくのですが、それが津波で全て無くなったそうです。そういう観点から記録映画的

な映画だったのではないかと思っております。私の個人的な意見ですが、船橋の映画会は

プロジェクターでＤＶＤを上映する形を取っておりましたが、音が割れるような感じがあ

りましたので、是非、音響の整ったきちんとした場所での上映をセッティングできたらと

思いました。内容的には、色々考えさせられることがありましたが、あの映画を観たとき

はそれほど強い思い入れと言うものはありませんでしたが、時間が経つにつれて感動が湧

いてくる・・・そんな映画だったように思いました。 
 
・クラブ研修委員会  諸岡 靖彦 委員長 

本日例会終了後、本年度第１回目のクラブ研修セミナーを開催します。

今回のテーマは『CLP クラブリーダーシップ・プラン』です。山田修

平ガバーナーは、「しの字も言わない CLP を浸透させてゆきたい！」と

お話されていましたが、クラブを活性化させて行く手段、方法として CLP
は、今後地区内では益々普及して行くと思われます。当地区では、 初

に CLP を導入して実績を上げているクラブとして、新しい会員にご理解

いただくと共に、全会員の認識を深めて行くことが会員の結束と、クラ

ブ活性化に寄与するものと考えます。今日のセミナーでは、CLP 導入の経緯を良くご存知

の設楽正行会員にご説明いただき、CLP とは 何か、CLP を進めることによって クラブ

がどう活性化してゆくのか、という本題を 秋葉博行 CLP 委員長に紐解きしていただきま

す。後半は 参加会員に、ご自身の理解と、クラブ組織と自分との係わり方について意見

発表していただきます。なお、クラブ研修委員会では、下半期にも第２回目の研修セミナ

ーを計画しております。テーマは未定ですが、会員の皆様からテーマをお寄せいただけれ

ば有り難いことです。 
 
◇ 幹事報告   矢島 紀昭 幹事 

１、第９分区ロータリー情報研究会のご案内 
 １０/１９（水） １４：００ 成田ビューホテル 
 卓話 「いまこそ博愛を被災地へ」地区東日本大震災者支援委員会 
       委員長 織田吉郎パストガバナー 
 ※当日は全員登録につき大勢の参加をお願いいたします 
２、例会変更のお知らせ 
 白井ロータリークラブ  
  １０/１０ 休会、１０/２４ 休会 （１０/１９ロータリー情報研究会の振替） 
３、各クラブの週報の回覧 
    成田コスモポリタン、八街 各ロータリークラブ 
４、クールビズは本日をもって終了とします 
  尚、１０月からは正常に戻し、スーツ、ネクタイ着用でお願いします 
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～～～～～～～諏 訪 湖 花 火 大 会 と 信 州 風 樹 文 庫～～～～～～～～ 

                         近 藤 博 貴 会員 
 

 去る８月１５日、久しぶりに諏訪湖花火大会に行ってきました。

片倉諏訪湖ホテルで開催された新制中学校の同級会を兼ねていま

した。この花火大会は昭和２４年(1949)から始まり、今年は６３回

目で午後７時半から１時間３０分の間に約３万９千発の花火が打

ち上げられ、４０万人ほどの人出があり大盛況でした。昼過ぎホテ

ルに入りましたので、隣接している片倉会館の大ローマ風呂に行き

ましたが、ここも大混雑でした。この会館も諏訪湖ホテルも昭和３

年製糸業で財を成した片倉組の建設によるものです。 
 翌日、諏訪市立の「信州風樹文庫」を訪ねて来ました。この図書館は岩波書店の創始者

岩波茂雄の生地にあり、岩波書店、三省堂発行の書籍を中心に約３万５千冊の蔵書を保存

しています。その大半は両書店から無償で譲渡されているという、少し型破りの図書館で

す。館名の「風樹」は、韓詩外伝「風樹之歎」（樹静かならんと欲すれど風止まず、子養

わんと欲すれど親は待たず、往きて見るを得べからざるは親なり）に由来しているとのこ

とです。岩波茂雄は早く両親を失っているため、この詩に因んだものと思います。 
 岩波茂雄は明治１４年諏訪市に生まれ、現諏訪清陵高校、旧制一高、東京帝大を卒業。

一時教師を務めた後大正２年神田神保町で古本屋を開業しました。翌３年夏目漱石の「こ

ころ」出版し、岩波書店の出発点となりました。昭和２年には岩波文庫を創刊、古典の名

著を普及させ、日本の文化教養発展の基礎を作ったと考えられます。 
 
 
・・・・・自社紹介・・・・・福田 朗 会員 
 株式会社エージーピー（空港地上動力の英語訳である Airport 
Ground Power の頭文字を表したものです）に勤めております。

元々は日本空港動力株式会社という名前でしたが、平成 12 年 9 月 1
日に株式会社エージーピーに商号変更いたしました。 
事業範囲は空港の中のエプロンというごく限られたエリアでの事

業展開をしており、空港のどちらかというと裏方の仕事です。昭和

４０年１２月１６日に我社は設立されております。あと数年で５０

周年を迎えようとしております。日本の主な空港（千歳から沖縄ま

で）の駐機場（エプロン）にはだいたい事業展開しております。その事業内容は航空機へ

の動力（電力・冷暖房気・圧搾空気）の供給および航空機用動力供給設備の設計・施工・

運用管理を行っています。設立当初は、伊丹とか福岡とかローカル空港でした。しかし成

田空港を運用するときに成田地区にそう言う専門業者がないということでわが社であると

か空港施設、空港ビルデングの人材をこちらに駐在するようになり事業展開を始めました。

今では従業員が６００名強おります。その約半分を成田に投入しておりまして、どちらか

というと成田が空港と共に大きくなったというような会社です。ですから社員も成田地区

は地元の人を採用しておりますので、成田の会社であると思っていただいたほうがわかり
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やすいかなと思っております。空港で養った技術を空港外にも展開しよう、そういうビジ

ネスをしないと会社が今後発展しないのではないかということで、フードカートを製造い

たしました。これを学校給食、病院、介護施設に提供しております。 
≪ＡＧＰのフードカート 3 つのポイント≫ 

１．作業が容易に 

AGP フードカートならクックチルとの組み合わせにより、お料理を盛りつけた状態で保冷・保存が可能。時間

のやりくりが容易になるので、従来のように調理や盛りつけの作業に追われることがなく、早朝や土日のあわ

ただしさからも開放されます。 
<クックチル>調理品を急速冷却することで、美味しさを保ったままで安全に保存する技術。 

２．おいしさＵＰ 

AGP フードカートは食品を保冷・保管、急速加熱するので、つくりたての美味しさをキープします。しかも加熱

時間はメニューごとに設定可能。例えばスープは温かく、サラダは冷たいまま…。それぞれのお料理を、もっと

も美味しい温度で召し上がっていただけます。 
３．衛生的で安心 

AGP フードカートはクックチルや再加熱システムの導入によって、HACCP 対応の高度な衛生管理を実現。

安全な食事を提供することができます。 
＜再加熱システム＞効率的に急速加熱することで、細菌の繁殖しやすい温度帯を一気に通過する。また、これ

により作りたての美味しさを提供できる。 
＜HACCP＞最終検査に頼るのではなく、温度や時間など管理基準を明確にすることで原材料や製造工程の

安全衛生管理を行う手法。 
近くでは旭中央病院さんに全面的に採用していただきました。また東北新幹線 “はや

ぶさ”のグランクラス・クラブ（航空機のファーストクラスをコンセプト）にもカートを

提供しており、大変ご好評をいただいております。成田地区にも是非進出したいと思って

おりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 
氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

秋葉 博行 会員 9 月 11 日 地区米山記念奨学会懇親会 
渡辺 孝 会員 9 月 14 日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 
平野 省二、矢島 紀昭、飯田 正雄、滝澤 尚二 
大木 健弥、高橋 晋、深山 一郎、小宮山 四郎 
石川 憲弘、佐瀬 和年 各会員 

9 月 27 日 親睦委員会 

柴田 實、設楽 正行、近藤 博貴、石橋 菊太郎 
平野 省二、秋葉 博行、喜久川 登、橘 昌孝 
小宮山 四郎、松田 泰長、石川 憲弘、諸岡 靖彦 
矢島 紀昭、神﨑 誠、池内 富男、仲村 盛政 
深堀 伸之、角田 幸弘、甲田 直弘、浅野 洋介 
阿部 慎一 各会員 

10 月 1 日 クラブ研修セミナー 

飯田 正雄、設楽 正行、山田 真幸、成田 温 
浅野 洋介、平山 秀樹 各会員 

10 月４日 プログラム委員会 

詳しい例会内容を希望なさる方は、音声テープ・ビデオテープを御覧下さい。 

  
 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６１ ５７ ３９ １８ ６３．９３％ 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 

 


