
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

3 月 RI 月間テーマ「水と衛生月間」 
第 3084 回例会/No.34 2018 年 3 月 6 日 
               

 
1.  開会点鐘  
2. 国歌斉唱        
3. ロータリーソング斉唱 
4. 四つのテスト 
5. 会長の時間         
6. 慶祝 
7.  クラブ協議会 次年度各委員選出 担当 会長ｴﾚｸﾄ 三田 望 君 
    ゲスト/長期青少年交換生 カーラ・リリーさん 
8. 幹事および委員会報告    
9. 出席報告 
10. ニコニコボックス      
11. 閉会点鐘   
 
・新作カタロング            ［㈱オクトン]  
・5/12(土)名取ロータリークラブ創立 50 周年記念式典並びに 

祝賀会のご案内    [名取ロータリークラブ会長 松浦 寛]  
・5/26(土)宮古ロータリークラブ創立 60 周年 宮古ローター 

アクトクラブ創立 35 周年記念式 
[宮古ロータリークラブ会長 寺崎 勉] 

・バギオだより       [一般社団法人比国育英会バギオ基金] 
・水と衛生月間リソースのご案内  [ロータリー日本事務局]  
・花巻市友好都市交流委員会情報誌「ひと花」第 12 号の 
配布について [花巻市友好都市交流委員会 会長 宮澤 啓祐]  

 
 
 
■会長の時間「30 回/49 回」 立花 徳久 君 

こんにちは。お隣で不幸がありお知らせ
を頂きまして、葬式、忌明け法要、念仏まで
私が参列して法事は奥様にお願いし、今日の
例会に出席しております。忌明け法要で光徳
寺住職の公順くんがお話した内容をご披露
します。「皆さんは朝、無事で起きられるこ

と、普通にご飯を食べられること、目が見えること、両手、
両足があることを普通と思っていますが、このことは普通で
はなくとても幸せなことです」という素晴らしいお話を聞き、
公順君も成長したなと感じてまいりました。 
先週の土曜日に今日ゲストのカーラさんと鉛温泉スキー場

に行って参りました。2 回目のスキー体験ということでどう
なるか心配しましたが、プルークボーゲンがしっかりと出来
ておりコースに立っている青と赤のポールをボーゲンで難
なく回っておりました。一番凄かったのは、メンタルとハー
トです。途中から制御しきれず直滑降で滑っておりました。
普通は恐怖でお尻が後ろに落ちて転んでしまうわけですが、
最初にお尻は後ろに落ちたらダメだよと説明していたので、
ウェイトをセンターに維持し御尻を後ろに落とすことなく
しっかりと滑っておりました。バランスの良さは素晴らしか
ったです。次にボーゲンでのショートタウンを指導しました
ら、それもクリアーしました。今年の冬は長いので、もうワ
ンランク上を目指してスキーを楽しみましょう。 
午後は吹雪で滑れる状況ではなかったので、北上のブー

ル・ドゥ・ネージュというケーキ屋さんにスイーツを食べに
行きました。好きなだけ食べて良いよと言いましたら、真っ
赤なケーキとチョコレートケーキを美味しそうに食べてい
ました。見ている方も気持ちよくなりました。その後はお肉
が好きだということでステーキと焼肉のどちらがいいかと

聞いたら、即座に焼肉という返事を受け、大門に行ってきま
した。大門に到着したらカーラから「ここの店は美味しい」
と言われ、私も調子にのり肉を次から次へと焼いて気持ちよ
く食べて頂きました。食べる子は元気です。皆様もカーラと
一緒にスイーツとお肉を食べる会を実施し、皆さんで楽しみ
ましょう。そして、またスキーに行きましょう。これからも、
宜しくお願いします。盛りだくさんのカーラとの一日はとて
も楽しかったです。これで会長の時間を終わらせて頂きます。 
◆会員卓話 小山田 泰彦 君 
   「お陰様で開業 20 年目」 
 

こんにちは。カーラと申します。2 月 2
日に私は佐々木さんの家へ移動しました。
2 月 12 日にワカサギ釣りをしました。私
は 100 匹くらい釣り、とても楽しかったで
す。橋川さんと橋川さんの奥さんと谷村さ
んには私を助けてくださいまして、ありが

とうございました。2 月 24 日には立花さんと立花さんの奥
さんと一緒にスキーをして美味しいケーキを食べて、美味し
い焼肉を食べました。たくさん食べました。全部が楽しかっ
たです。立花さん、ありがとうございました。今日、私は 2
つのテストがありました。英会話は簡単でしたが、数学はチ
ョットむずかしいです。聞いてくれてありがとうございます。 
■ロータリー財団からのバッチ贈呈 

 
 
 
 
 
 

         
 

          
花巻ＲＣの皆様、こんにちは。空港ター

ミナルビルの石崎でございます。いつもお
世話になっております。本日は花巻ＲＣ様
の第 3083 回の例会にお招きいただきまし
て大変ありがとうございます。また、平素
は皆様にいわて花巻空港をたくさんご利用

いただき、厚く御礼申し上げます。 
さて、本日のスピーチは「いわて花巻空港国際定期便誘致
の取組みと今後の展望」という大きなテーマでございます。
そこで、岩手県空港課からの資料に基づいてお話させて頂き
ますので、どうぞ宜しくお願いします。 
資料の表紙は、昨年 9 月 3 日のタイガーエアー台湾という
中華航空の子会社（ＬＣＣ）の初便が到着した時の歓迎放水
アーチの写真です。最初におさらいの意味で花巻空港の国内
定期便の状況についてお話します。札幌が 3 便、名古屋が 4
便、大阪が 4 便、福岡が 1 便、計 4 路線、一日 12 往復飛
行しております。これは前年度と同じですが、花巻空港の過
去最高の便数でございます。一方で国内線の課題がございま
す。羽田、成田といったハブ空港への接続がないということ
です。羽田は 10 年前と様変わりして、羽田から国内、国際
を含めて何処に行くかということが大切になります。将来的
には空港がある都市として、羽田、成田と結ぶ路線がないと
いうことは大きな課題になると思います。また、国内では成
田まで岩手が一番遠いということになります。日本政策投資
銀行の調査によりますと、東北の皆様方は国際便を利用する
際、仙台空港を 10％も利用していないようです。殆ど羽田、
成田まで行って海外へ出かけていることが実態です。それか
ら、以前のＭＤ旅客機は 150 から 170の席がありましたが、
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長期青少年交換生 カーラ・リリーさん 
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現在の旅客機は 76 から 74 のシートへ小型化しており教育
旅行には殆ど対応できません。平成 21 年の大阪線は 41 校
で 4 千人位の生徒さんにご利用頂きましたが、平成 28 年は
12 校の 638 人と大幅に利用者数が落ちております。花巻市
内の高校は仙台、羽田からの便を利用しております。 
国内定期便の利用者数の推移でございます。平成 22 年 1
月にＪＡＬが経営破綻し、平成 22 年度の花巻空港利用者数
は 245 千人と過去最低まで落込みました。東日本大震災後
の平成 23 年 5 月から、ＦＤＡが震災復興応援ということで
名古屋小牧間を臨時便としてスタートさせました。その後、
毎年増便し27年上期からは1日4便の運行となり急激に利
用者数を増やしております。 
次に外国人旅行者数の推移でございます。韓国がトップを
維持しておりましたが、平成 26 年度は台湾、平成 27 年度
以降は中国がトップとなっております。ちなみに、台湾、香
港は人口の割合には訪日観光客数が多いようです。台湾、香
港の特徴としてリピーターが多く、まだまだ有望な市場とし
て見ております。次に外国人宿泊者数でございます。関東、
近畿がゴールデンルートとなっており、東北、中国、四国は
九州、沖縄と比較しても低い水準となっております。外国人
の延べ宿泊者数の推移でございます。平成20年度と比較し、
全国、九州は２倍以上の伸びとなっておりますが、東北、本
県は 1.1 倍の伸びに止まっております。一方、日本人延べ
宿泊者数の伸びは、全国、九州、東北とも格差はありません。  

～台湾・香港からの延べ宿泊者数の推移は省略～ 
台湾と日本を結ぶ直行便ですが、平成 29 年 3 月のダイヤ
で 54 路線、1 週間あたり 525 便が運行されております。  
本年 2月現在の仙台と台湾の定期便はエバー空港が週 4便、
タイガーエアー台湾が週 4 便、ピーチが週 4 便の計 12 便と
なっております。花巻あるいは秋田、青森の順に台湾のチャ
ーター便が多く乗り入れております。次に香港と日本を結ぶ
直行便は平成 28 年 11 月現在、39 路線週 431 便が運行さ
れております。現在、残念ながら東北には香港の定期便は就
航されておりません。 
花巻空港の国際チャーター便では平成 26 年から初の定期
チャーター便が 3 年連続運行されましたが、平成 29 年度は
中華空港の大規模ストの影響による運行計画の見直し、復興
航空の解散等により定期チャーター便の運行が見送りとな
りました。その後、平成 29 年 5 月に知事のトップセールス
により、平成 29 年 9 月からタイガーエア台湾がチャーター
便の初就航（週 2 便）を開始しました。 
次にいわて花巻空港の国際チャーター便の利用者数です。
平成 26 年度が最高で 14165 人、平成 29 年度は 2 月末現
在で 13056 人と最高になることは明らかです。 
東北 6 県の外国人、台湾人の延べ宿泊者数の推移です。震
災前は本県と宮城県が同数で東北トップに位置し、平成 24
年度以降は当県がトップを維持しています。次に平成 30 年
の台湾定期チャーター便の運行計画です。タイガーエア台湾
は、10 月 24 日まで毎週 2 往復、水、土曜日の定期チャー
ター便の運行を表明しております。そして、タイガーエア台
湾のＷＥＢサイトで航空券を直接購入することが可能とな
りました。航空チケットは 6 月ですと往復で 3 万円未満と
なり、一番安い往復チケットは花巻、台北間で 8900 円です。
新たに若い方々の需要が見込めると期待しています。（12：
15 桃園発→16：50 花巻着、17：50 花巻発→20：50 桃園着） 
台湾国際定期便の実現に向けてどんな課題があるかとい

うと、①インバウンドの誘致拡大（台湾での岩手の知名度向
上） ②アウトバンドの需要拡大 ③外国人受入環境の整備
促進があげられます。 ～概要のみ～ 

課題①の対応：台湾現地での情
報発信、ＰＲ強化、広域観光ル
ートの開発・磨き上げ 
課題②の対応：訪台気運醸成Ｐ
Ｒ、団体旅行の推進、教育旅行
支援、ビヨンド需要の創出拡大 
課題③の対応：外国人受入環境
の整備、免税店の拡大、空港 2
次交通の整備 これらが必要。 

～ターミナルビルの増改築後の状況、岩手初の国際定期便
の実現のためには概要のみ～ 
平成 26～27 年にかけて旅客ターミナルビル増改築工事

を行い、国際便のみならず国内便の受入能力が大きく向上し
ました。平成 28 年 4 月には花巻空港初の国際便 2 機（タイ
便、台湾便）が同時に駐機しました。岩手初の国際定期便の
実現のためには、台湾・香港での知名度向上、花巻⇔台湾・
香港の双方向の交流拡大、外国人旅行客が満足できる環境づ
くりが必要とされています。結びに 2 月 23 日のＮＨＫニュ
ースで、タイガーエア台湾の張会長が今年 7 月の花巻空港
との定期便就航を目指して航空当局に認可申請を行ったこ
とを明らかにしました。これで、本日の私のスピーチとさせ
て頂きます。ご清聴、ありがとうございました。 
 
 
31 人中 14 人出席           
出席率  56.0％  
前回修正 60.0％ 
◇メーキャップ   なし  
    

 
＜立花 徳久 君＞先週、土曜日にカーラと
鉛温泉スキー場に行ってまいりました。予想
以上に上手でびっくりしました。その後のス
ゥイーツ、焼肉ととても楽しい 1日でした。 
＜阿部 一郎 君＞空港ターミナルビル石崎
様には、お忙しい中今後の展望につきまして

講話をしていただき、大変参考になりました。空港の利用促
進に努めようと思います。 
＜鹿討 康弘 君＞花巻空港の石崎様、お忙しい中、貴重な
お話をありがとうございました。弊社の社員も安室ちゃんの
ライブを観に花巻空港から福岡に行って木曜日まで帰って
きません。立花会長におかれましては、カーラとのスキー、
スイーツ、大門の焼肉と、接待のハードルをいきなりトップ
まで上げていただきありがとうございました。 
＜佐々木 史昭 君＞先週土曜日、立花会長にカーラリリー
を鉛温泉スキー場に連れて行っていただき、とても楽しい時
間を過ごせたようです。前週の谷村さん、橋川さんとのわか
さぎ釣りに続いて、納得の 2 月だったのではないでしょうか。
ひきつづき、3 月も楽しい花巻体験をしてもらえるよう、み
な様の御力添えをよろしくお願い申し上げます。 
＜吉田 和洋 君＞石崎さん、本日はお忙しいところゲスト
スピーチありがとうございました。今後共ひきつづきよろし
くお願いします。カーラさん花巻の冬楽しんでいますか？ 
＜谷村 仁 君＞本日のゲストスピーチ石崎さんは盛商の
同級生で卒業以来の再会となりました。花巻空港に入社して
いるのもしらず失礼しました。今度一緒に飲みましょう。 
 
  
◇第 3083 回例会のメニュー 
『鶏肉の白ゴマ風味オーブン焼き和風ソース』                                                                    

  
 
 
 
 
 

3/10(土) 第 33 回花巻ロータリーカップバレーボール大会 
・11(日) 会場：花巻市総合体育館 8:30～開場・受付開始  

10 日 9:30 開会式 多数のメンバーの参加をお願い致します   

3/13(火) 花巻ロータリーカップバレーボール大会報告  
担当 社会奉仕委員会 大委員長 笹木 賢治 君 
米山奨学金贈呈 米山奨学生 コウ・シヘイさん 

3/20(火) 音楽夜例会/菊の会合同 会場がグランシェール花巻です。 
  

クラブ会報委員会 
委員長:藤田 勝敏 (今回担当) 副委員長 横田 裕之 

AD:橋川 秀治  鹿討 康弘 

◆出席報告  

 

 

■ニコニコ Box 

 

◆今後のプログラム 

 


