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［  今 日  ］ 

例 会 

 

 

 

会長報告（今村浩昭君） 

皆さま、明けましておめでとうございます。本年も

どうぞよろしくお願い申し上げます。本日の卓話は熊

本県交通政策・情報局長 藤井一恵様です。お話を楽し

みにしております。後ほどよろしくお願いいたします。 

さて、ご案内しておりますとおり、来週 1/22（月）

「第 3 回クラブ協議会」を開催いたします。5月までに

事業を予定されている委員会には議案の提出をお願い

いたします。 

また、2 月 17 日（土）に開催されます姫路南 RC の創

立 60 周年記念式典につきまして、交通費・宿泊費及び

手配は各自となっておりますが、行きの新幹線はでき

るだけ時間を合わせて参りたいと思っております。ご

参加予定の方はよろしくお願いいたします。 

１/２７  2018-19 地区補助金管理セミ

ナー＠ホルトホール大分 

２/１７  地区チーム研修セミナー 

      ＠ホルトホール大分 

２/２６  塚本 侃会員 旭日中綬賞 綬

章お祝いの会＠ホテル日航

熊本「ガーデン・バンケット」 

 

 

 

第２１回例会記録（通算第 2752 回）  

平成 30（2018）年１月１５日 

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「手に手つないで」 

 

来訪者紹介 

藤井一恵様（熊本県交通政策・情報局長） 

内村秀之様（熊本県交通政策課 課長補佐） 

藤本真之介様（熊本県交通政策課 参事） 
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1 月 9 日（火）新年会＠松葉より。今年もよろしくお願いいたします！  

例会変更のお知らせ 

○水前寺公園 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 1月24日（水）18：30～ 

[場  所] 田吾作 

○西稜 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1月29日（月）18：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1月30日（火）12：30～ 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1月31日（水）12：30～ 

○平成 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1月31日（水）12：30～ 

 

幹事報告（玉田光識君） 

1.城東 RC より「創立30周年記念式典のご案内」が届いてお

ります。ご参加の方は登録申込書にご記入ください。 
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2.菊南 RC より「創立30周年記念誌」が届いております。 

3.例会終了後「定例理事会」を開催いたします。関係各位は

ご参加をお願いいたします。 

4.3/16～17地区大会登録申込は1/22締切です。出欠回答

がまだの方は返信をよろしくお願いいたします。尚、12/25

臨時理事会において、「全員登録」が承認されました。欠

席の場合も本大会登録料6,000円が発生いたします。ご

了承ください。 

 

定例理事会報告（今村浩昭君） 

1.塚本 侃会員 旭日中綬章 綬章のお祝いについて 

⇒全会員にご案内。2 月 26 日（月）18：30～ホテル日航

熊本「ガーデン・バンケット」開催が承認されました。

（会費 12,000 円予定） 

2.12/4 年忘れ家族会について 

⇒親睦活動委員会 桑原委員長より収支の報告。 

3.各クラブの周年行事登録について 

⇒個別に都度検討することが承認されました。 

（八代 RC は「全員登録」） 

 

出席報告（金井昌道君）                  

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６３名 ４５名 75.00％   ７８.３３％ 

出席規定適用免除者 4名 欠席記録免除者 1名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（斉藤 淳君） 

   

 

 

 

 

 

   [ 結婚祝 ]        [ 誕生祝 ]           

山内昭徳君    1.9    阪田英治君  1.10 

平尾豊幸君    1.11    山内昭徳君  1.22 

鎌田 剛君    1.11       喜讀宣友君  1.25 

堀川貴史君    1.23 

金井昌道君    1.27 

●スマイルボックス（藤見泰之君） 

○今村浩昭君・齊藤直信君・玉田光識君・喜讀宣友君 

 告坂和紀君・杉光定則君 

 本日のご来訪者 藤井一恵様、内村秀之様、藤本真之

介様を心より歓迎いたします。熊本空港の今後のお話

をとても楽しみにしております。 

○田川憲生君 

 藤井局長の卓話、ありがとうございます。大変お忙し

い中に申し訳ありません。 

○園田修司君 

 本日の卓話者 藤井一恵様を歓迎してスマイルいたし

ます。私の父の代からお世話になっており、本当にあ

りがとうございます。本日の卓話はしっかりと聴かせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

○阪田英治君 

 藤井局長のご来訪を歓迎いたします。熊本の創造的復

興のシンボルとなる阿蘇くまもと空港のコンセッシ

ョンがより良いものとなるよう期待しております。当

社としても微力ながらお役に立てられるよう頑張り

ます。 

○堀川貴史君 

 新春合同例会、新年会と欠席しましたので遅ればせな

がら、新年明けましておめでとうございます。今年も

どうぞよろしくお願いいたします。 

○山口 競君 

 明けましておめでとうございます。先日はありがとう

ございました。挨拶がちゃんとできずにすみませんで

した。とりあえず時間までに終われてよかったです。

今年もよろしくお願いします。 

○馬場大介君  Ⅱ 

 明けましておめでとうございます。今年初めての参加

になります。今年もよろしくお願いします。また、本

日は所用のため早退します。 

○寿崎 肇君 

 2018 年を迎え、皆さまおめでとうございます。私は

93 歳になりました。元気で、昨年は韓国 1 回、米国 2

回、台湾 3 回行かせていただきました。色々勉強させ

ていただきます。感謝のスマイルです。 

○藤見泰之君 

 本例会よりスマイル報告を担当いたします。こうして

壇上より報告の機会をいただいたことに感謝してお

ります。これから私のロータリー歴 6 年間の月日の中

で感じ得た記憶と経験を言葉に変えましてスマイル

して参りたいと思います。本日は「一言芳恩」です。

この言葉の意味は、一言声をかけてもらったことを忘

れずに感謝することです。現在の私も会員の皆さまの

ありがたい一言でこの場に立っていることができま

す。今後ともよろしくお願いいたします。 
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●外部卓話（杉光定則君） 

 「阿蘇くまもと空港の創造的復興」について 

      藤井一恵様（熊本県交通政策・情報局長） 

  

 

 

 

 

（生年月日） 1961（昭和 36 年）6月 15 日 

（最終学歴） 慶應義塾大学（経済学部）卒業 

（出 身 地） 熊本県 

（主な経歴） 

 1992 年（H4） 熊本県入庁 

 2006 年（H18） 総務部財政課主幹 

 2010 年（H22） 企画振興部企画課課長補佐 

 2013 年（H25） 企画振興部東京事務所次長 

  2015 年（H27） 企画振興部交通政策・情報局交通政

策課長 

  2017 年（H29） 現職（熊本県企画振興部交通政策・

情報局長） 

 

阿蘇くまもと空港は熊本地震で国内線ターミナル

ビルに多大な被害を受けた。くまもと復旧・復興有識

者会議や経済団体からの提言も踏まえ、平成 28 年 12

月に知事が「阿蘇くまもと空港を復興のシンボルとす

るとともに、十分な耐震性を有する、国内線・国際線

を一体化したターミナルビルの建設が必要。そして、

その実現のため、新ビルの設計段階からコンセッショ

ン方式の導入を目指すこと」を表明した。また、「大

空港構想 NextStage」（熊本都市圏東部地域グランドデ

ザイン）を策定し、空港のポテンシャルを最大限に引

き出し、空港周辺地域の活性化につなげることなどを

掲げた。 

コンセッションは、滑走路、旅客ターミナルビル、

駐車場の運営を一体的に民間に委託するものあり、JR

などの民営化とは異なる。あくまでも「手段」であり、

目的は「空港の活性化」。安全性や利用者利便の確保

の最終責任は国が負っている。先例の仙台や高松空港

でも活性化が図られつつある。 

阿蘇くまもと空港のコンセッションは、今月に実施

方針、3 月に募集要項等が公表され、1 年をかけて運

営権者が選定される。民間による運営開始は平成 32

年 4 月予定。新ビル建設期間中に使用する国内線別棟

ビルを国が整備する（平成 31年末頃までに完成予定）。

新ビルは平成 34 年度末頃までに完成予定。平成 31 年

のラグビーワールドカップ、女子ハンドボール選手権

大会は現国内線ビルが使用される。 

ネットワークの拡大では、今年度は過去最高を上回

る勢い。国際線は震災前の就航便数を超えた（3 路線

週 12便）。アクセス改善では、鉄軌道の再検討も含め、

あらゆる角度からソフト、ハード対策について時間的

緊迫性を持って検討することとしている。広域防災拠

点としての機能強化では空港が南海トラフ地震に関

する広域防災拠点に選定されている。防災駐機場を県

で整備したが、熊本地震ではヘリによる救助活動に役

立った。 

過去のコンセッションには国内外から名だたる企

業がグループをつくり応募している。新たな運営権者

は、熊本空港を本社とし、約 50 年、地元で活動する

ことになる。誘致企業と同じで地元との十分な連携が

大事であり必要だ。特に観光戦略やビジネス交流の拡

大では空港の活力を地域の活性化につなげ、投資を呼

び込むことも大事。今後、熊本は中心市街地やゲート

ウェイである JR 熊本駅、八代港、阿蘇くまもと空港

で大きく変わっていく。交流拡大、そして、投資を呼

び込むチャンス。ただ待つのではなく、また来ていた

だけるような熊本にできるかどうか、この差で今後の

熊本の成長に大きな差が出る。空港のコンセッション

が県経済の大きな波及効果につながるよう、しっかり

取り組みたい。 

 

【例会予定】 

 1/29 月間テーマ卓話 倉田榮喜様 

（第 2720 地区 職業奉仕部門長） 

  2/5  外部卓話 笠日出臣様 

（熊本県ラグビー協会 会長） 

   2/12 祝日のため休会 

  2/19 松木喜一様（八代商工会議所 会頭） 

  2/26 未定 

 

◆1/5（金）熊本市域 RC 新春合同例会 

＠ホテルキャッスル 
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◆1/9（火）新年会＠松葉 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■1/11(木)熊本南ローターアクトクラブ例会 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


