先ほど長谷川先生から「どうする日

ら御礼申し上げます。

ず、この場を借りまして、皆様に心か

の会が開催することができました。ま

いけないと思います。先ほど勉強いた

を真剣に考え、行動していかなければ

国にどんな問題があるのかということ

国をどういう国にしていくのか、この

震災を機会に、我々日本人は、この

今回のシンポジウムは、そういった

たいと思うわけであります。

ても、改めて本当に真剣に考えていき

して、日本という国家の大切さについ

こそ、国の大事さを強く感じるわけで

その一方、こういう震災が起こった時

を与えているのではないかと思います。

氏 （九州旅客鉄道株式会社 代表取締役会長）

本、どこへ行く日本」という題で、こ

しましたけれども、沖縄は本当に素晴

ことを考える機会を作ってもらったと

石原 進

の状況にぴったりだと思うというお話

らしい歴史と同時に、また苦難の歴史

思います。そして日本が改めて世界に

会長

がありましたけれども、本当に少子高

を持っています。講師の先生方のお話

尊敬され、また存在感のある国になる

九州経済フォーラム

齢化、人口減少、年金制度の問題、財

を聞き、そして、この懇親会で皆様の

よ う に、 皆 で 一 緒 に 力 を 合 わ せ て 頑

交流懇談会
開会挨拶

の問題もあり、問題が山積しています。 お話を聞きながら、お互いに語り合っ

政問題、安全保障の問題、そして教育

て、これからの日本をどうするかとい

本日は本当にありがとうございまし

そういう中で、この日本をどうしてい

私たちは、ともすれば公に対する奉

た。明日、また半日ございますけれど

張っていくための一助になれば、この

とを考えますと、本当に大変です。この

仕の心を忘れがちになりますし、日本

も、皆様、楽しみにご参加いただきた

うことについて、一緒に考えてまいり

皆さん、こんばんは。JR 九州の会

題は半年前に決めたわけでございます

国民の一体感も格差の問題などもあっ

いと思います。

くのか、未来の世代にどうやって立派

長をしております石原と申します。こ

が、そこに東日本大震災が発生し、先

て、薄れてきているのではないかとい

シンポジウムも成功だと思います。

の九州経済フォーラムの会長をさせて

ほどお話しましたように、本当に凄い

う感じがします。また、日本人の自信、

たいと思います。

いただいております。

タイミングと言いますか、この題があ

誇りといったものについても、特に今

りがとうございました。
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な日本を受け渡していくのかというこ

今日は、九州から約 100 名、沖縄

てはまるシンポジウムになったと思い
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これで私のご挨拶といたします。あ

か ら も 300 名 以 上 の 皆 さ ん に ご 参

回の原発事故が非常に大きなブレーキ

周年

ます。

加いただきまして、大変盛大な

25
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Kyushu economic forumthe 25th anniversary in establishment buisiness OKINAWA

歓迎挨拶

与世田 兼稔

として、これまで中国や東南アジア諸

氏

州地域の振興と発展に繋がるよう期待

沖縄県知事 仲井眞弘多氏 代理 沖縄県副知事

いし石はら原すすむ進九州経済

フォーラム会長を始め、関係者の皆様、 するものであります。

震災とそれに伴う津波により被災され
た皆様に対し、心からお見舞い申し上

ようこそ沖縄県へお越しくださいまし

今後も、被災地に対する支援を継続

国との経済・文化交流に大きな役割を

九州と沖縄が、その地理的・歴史的特

たします。

を祈念いたしまして、ごあいさつとい

とお集まりの皆様方の御健勝と御活躍

終わりに、本シンポジウムの御成功

ます。

の連携が強化されることを期待いたし

を深めていただき、九州と沖縄両地域

皆様には、県内の経済界の方々と親睦

また、九州各地から来県されました

げるとともに、亡くなられた方々のご

た。

周年という節目を迎えられましたこと

本年、九州経済フォーラムが創立

心から歓迎申し上げます。

冥福をお祈りいたします。
沖縄県としましては、医療従事者を
始めとする職員の派遣や、避難者の受
入、物資提供等の支援を行っていると

ころですが、被災を免れた地域として、 を、心よりお祝い申し上げるとともに、
記念式典を沖縄で開催していただきま
したことに、感謝申し上げます。

ということで、記念シンポジウムを開

するとともに、九州・沖縄地域の経済

果たしてきましたが、世界の政治・経

九州と沖縄は、我が国の南の玄関口

催され、大変に勉強されたということ

活性化が、東北地方の復興の手助けに

済におけるアジアの台頭は目覚ましい

ります。

ことも我々の役割であると認識してお

沖縄県副知事の与世田でございます。 これまで以上に地域経済を活性化する
本日は沖縄県にいらして、本当にあり
周年

を承り、心から感謝とお祝いを申し上

もつながるとの思いを持って、九州各

げたいと思います。

世 紀 は、「 ア ジ ア の 時

それでは、九州経済フォーラム創立

り、ごあいさつを申し上げます。

の経済・文化交流をますます深め、九

性を活かして、今後ともアジア諸国と

代」とも言われております。

21
周年記念式典が開催されるに当た

たいと考えております。

も の が あ り、

がとうございます。また、創立

25

県の皆様方と連携して取り組んでいき

知事が本日所要のため、副知事の私
が挨拶文を預かって参りましたので、
知事に代わり挨拶を代読したいと思い

懇談会のご挨拶の前に、東日本大

ます。
「

25
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沖縄県経営者協会 会長

知念 榮治
氏

いのかもしれません。沖縄も今ちょっ

沖縄の経営者協会の会長をおおせつ

丸となって復興に協力をして、いや、復

その期待に応えられるように、国民一

う期待も寄せられております。我々も

必ず立派な国に再生できるはずだとい

日も早く立ち直っていただいて、日本

それでは、震災の被災者の方々に一

ております。

体が明るくなってほしいと心から願っ

ひ早めに震災の復興が進んで、日本全

杯
代表取締役会長）

いろんなマスコミの情報を見ていま

と、リーディング産業の観光がストッ

かっております知念でございます。本

興と言うよりも、新しく震災に強い日

全体が元気になり、九州も沖縄もまた、

乾
（沖縄セルラー電話株式会社

すと、この大震災については、日本中は

プをしておりまして、各ホテルも閑散

ありがたかったんだと考えたほうが良

もちろん、世界中の百数十カ国からい

としていて頭を抱えておりますが、こ

ということでございます。

ろんな支援がされているということで

日は九州の各県からたくさんの皆さん

本を作るという思いで、皆で頑張らな

あります。それから、日本のことだから、 れはしょうがないことであります。ぜ

周年を記念

大いに日本復興の先導役になって頑張

が、九州経済フォーラム

いといけないなと思っております。

て、一体日本はこれからどうなるんだ

たように、残念ながら大震災が起こっ

先ほど会長さんからお話がありまし

てしまったと聞いております。マスコ

新幹線関連の行事が全てストップをし

されていた最中に大震災が起こって、

県いろんな工夫をしてやろうと準備を

するので、その開通記念イベントを各

確か、九州新幹線が鹿児島まで開通

ありがとうございました。

日本の再生のために、乾杯 !

いいたします。

と思いますので、皆様、ご唱和をお願

ろうという思いをこめて乾杯をしたい

したシンポジウムということで、沖縄

という大変危機的な状況の中で、この

ミにも全く載らなくなってしまったと

までおいでいただきました。心から御

シンポジウムが開かれました。しかも

いうことで、九州の方々は非常に残念
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礼を申し上げます。

タイトルからして、まさにそれにふさ

だとは思いますが、これも一つ、あの
震災に遭わないですんだということで、

わしい、
「どうする日本、どこへ行く日
本」というテーマでのシンポジウムだ
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四つ竹

歓待の枚

エイサー

琉球芸能

沖縄開催
九州経済フォーラム創立 25 周年記念事業

