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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2014 年 1 月のロータリーレートは１ドル＝ 102 円

金沢百万石

パストガバナーからの手紙 パストガバナーからの手紙 164 回

「めざせ世界の学術大国」方法論その 2 「競争原理導入と英語公用語化を」西義雄スタンフォード大学教授のイ

ンタビューより 炭谷 亮一

きちんとした評価制度を導入し競争原理を取り入れる。それがまず必要だろう。

教員を採用するにしても、他大学からも応募を受け付けるのが米国のやり方。あらゆる段階で教員はオープンな

競争にさらされる。教授に指名された教え子が学内昇格し、あとは安泰ということなどはあり得ない。

スタンフォード大学の教員評価では、同クラスの大学のライバル教授を具体的に挙げて比較する。私の場合、米

マサチューセッツ工科大学、ハーバード大学、カリフォルニア大学バークレー校ほか英、仏の有力大学教授、十数

人と比べて私の実績がどうだったかという判断が毎年下される。

教育者として厳しく学生から評価される。「講義からインスピレーションを受けたか」「教えるだけの経験と素養

があるか」「後輩に勧めるか」といった項目について学生が 5 段階で点数をつける。私も対象だが、そこに書き込ま

れる指摘はなかなか鋭い。

研究室の教授を頂点とする縦割り組織も日本の課題だ。米国の研究室ではメンバーそれぞれが積極的に外部と連

携している。学生の指導教授だって 1 人とは限らない。副指導教授を別に選べる。同じ学科である必要もなければ

同じ大学である必要もない。私自身、米ウィスコンシン大学の学生から頼まれて副指導教授をやっている。

外に開く米国と研究室に閉じこもる日本とでは、育つ人材の質にも

差が出る。日本では博士号を取っても就職できないという問題がある

が、それは企業にとって博士号に見合う人材に映らないからだろう。

企業が求めるのは単なる研究分野の専門家ではない。専門知識は必

要だが、そのうえで交渉力や人脈など総合力のある人材だ。博士号と

もなればより深い研究をするために、幅広く学外との連携や交渉をす

る経験を積んでいるのが普通だ。その過程で、企業でも通用する能力

を自然と身につけていく。だから企業は、管理職としても務まる人材

として受け入れる。技術担当副社長がゴールではなく、CEO（最高経
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休日（土日祝日) 幹事 上杉輝子

クラブ例会予定 2013-2014 年度

1/23 前田直大様（前田土佐守記念館館長）

1/30 木下孝治様（ｴﾑｱﾝﾄﾞｹｲ代表取締役）

2/6 平尾祐紀子様（ハープ奏者）コンサート

2/13 未定

2/20 高木眞理子様（子ども夢フォーラム代表）

2/27 穴倉玉日様（泉鏡花記念館学芸員）



- 2 -

営責任者）にもなり得る人材としてだ。

それは待遇にも表れている。スタンフォード大学で修士号を取った者の初任給は日本円で 700 万円くらい。それ

が博士号になれば 1200 万円くらいだろうか。修士号プラス 3 年分という扱いをする日本とは違い、それだけの人材

として評価される。だから不景気でも博士号だけは採用するという企業があるわけだ。

世界の優秀な学生が集まってくることが米国の大学の強みだが、日本も海外の学生を集めたければ、教員を世界

から公募すべきだ。世界で通用する優秀な教授がいてこそ優秀な学生が集まる。そのためには大学で使う言語を英

語に変える必要がある。教員だけでなく、事務職員も含めて大学の公用語を英語にした方がいい。

大学で学んだことが世界で使えるようになるには、英語で学ぶのが早道。日本語圏は世界にはないため、日本語

で勉強しても結局は英語でやり直すことになる。教える方も大変だと思うが、日本でもかつてやっていたことだ。

旧制高校では海外の原書を使って学んでいたわけだから。100 年前にできたことができないはずがない。できない

のではなく、やりたくないということだろう。

2013.10.14 日経ビジネスより転載

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

点 鐘
ロータリーソング『ＲＯＴＡＲＹ』

四つのテスト

会長 挨拶：昨日のニュースで理科学研究

所などは 29 日、様々な臓器や組織の細胞

に成長する新たな「万能細胞」を作成する

ことにマウスで成功したと発表がありまし

た。ｉｐｓ細胞よりも簡単な方法で効率良く短期間で作製

できるそうです。人間の細胞でも成功すれば病気や事故で

失った機能を取り戻す、再生医療への応用も期待されるということです。「刺激惹起性多能性獲得」の英語の頭文字

からＳＴＡ P（スタップ）細胞と名付けた。ただ、万能細胞が安全かどうかを調べる研究は

発展途上だそうです。

ｉｐｓ細胞でガン化する恐れもあるそうですが、早く実用化になればと思います。

ゲスト紹介 卓話者）株式会社エムアンドケイ代表取締役 木下孝治様 金沢市立病院

院長 高田 重男様

ビジターのご紹介 なし。
《 食 事 》

幹事報告・委員会報告

上杉輝子幹事：来週６日の例会はハープ奏者、平尾様による演奏会です。会場は３Ｆ「ル

ミエール」です。

川きみよ国際奉仕委員長：描き損じハガキを願いします。2/15（金）が〆切りです。

ニコニコＢＯＸ ¥8,000- 本年度 ¥487,100- 残高 ¥5,255,407
野城会長：木下孝治様、本日のお話楽しみにしております。宜しくお願いいたします。高田重男

様、ようこそおいでいただきました。入会楽しみにしております。 石丸会員：卓話の木下孝治

様、本日のお話楽しみです。高田重男先生、ようこそいらっしゃいました。 上杉幹事：暖かい

日から又寒い日に激しく変わる日々、皆様お元気でいらっしゃいますか。木下様ようこそ。本日

の卓話、宜しくお願いします。 魏会員：皆さん、こんばんは。木下社長のお話を楽しみにして

います。 金会員：高田先生ようこそ。 炭谷会員：３０歳の女性研究者による万能細胞ＳＴＡ

Ｐ細胞作成法の大発見は久々に生命科学の根幹にヒットしました。来週から１４回目のラオスへ

行って来ます。

講話の時間 『 食を活かした街づくり 』
株式会社エムアンドケイ 代表取締役 木下 孝治 （きのした こうじ）様

略歴： 1951 年 12 月 1 日 金沢にて出生 1978 年 3 月 ㈱木下建築デザイン設立、代表取締役

就任 1979 年 3 月 一級建築士資格取得 1995 年 1 月 コンベアメーカー大手の㈱日本

クレセントの代表取締役徳野信雄氏の啓発を受け、異業種ながら回転寿司業界に進出。

1999 年 3 月 ㈱エムアンドケイ設立。代表取締役就任 2012 年 一般社団法人日本回転寿司協会

会長に就任

プロデュース店舗：

2000 年 4 月 郊外路面型・回転寿司割烹「金沢まいもん寿司」駅西本店（１号店）を金沢市駅西新町の国道８号線

沿いにオープン

2002 年 12 月 「金沢まいもん寿司」たまプラーザ店（３号店）を横浜市青葉区にオープン 東急電鉄田園都

市線「たまプラーザ」駅徒歩４分、首都圏進出１号店

第 729 回例会

ホテル日航 5F
1/23(木) 19:00

例会出席率 18/36 50.00 ％

12 月修正出席率 75.99%
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2003 年 11 月 「金沢まいもん寿司」珠姫（普通寿司店・立ち寿司）を東急電鉄田園都市線「二子玉川」駅前、玉

川髙島屋 S・C 南館６ F にオープン 首都圏２号店、立ち寿司１店舗目

「金沢でかねた寿司」八日市店を「金沢まいもん寿司」に名称変更 ３１席から４４席に拡充し、リニューアルオ

ープン

2003 年 11 月 金沢まいもん寿司」梅鉢亭（普通寿司店・立ち寿司）を三越名古屋専門館・ラシック８ F にオープ

ン。東海地区進出。立ち寿司２店舗目

2005 年 6 月「金沢まいもん寿司」港南台店（４号店）を横浜市港南区にオープン ＪＲ根岸線「港南台」駅徒歩

４分、首都圏進出３号店

2005 年 11 月 能登漁師料理を提供するお食事処として、金沢・能登まいもん処「魚匠庵」を 金沢市駅西新町(金

沢まいもん寿司駅西本店となり)にオープン

2007 年 9 月 株式会社白山水産設立 代表取締役就任

2010 年 5 月 金沢まいもん寿司エキナカ店をＪＲ金沢駅構内にオープン

2012 年 7 月 とんかつ専門店「かつぞう」を金沢まいもん寿司駅西本店となりにオ

講話： 『 食を活かした街づくり 』
石川県を食文化の世界の発信基地に

食べにきまっし 加賀 能登 金沢 『食」をコア 2 据えた石川の観光価値創造のご提案

北陸新幹線に向けた課題：平成 19 年に石川県企画振興部企画課によって行われた新幹線開業予

測調査によれば、2015 年開業予定の北陸新幹線によって、首都圏からの入り込み客数は 31 万人

の増加が予測されています。しかし、先行県（東北新幹線・九州新幹線・山形新幹線・秋田新

幹線などの沿線県）での事例からも明らかなように、利便性が増して入り込み客数が増加する

反面、日帰り客の増加が宿泊客の伸びを上回るなど、地元観光業者の期待からは乖離した状況

が発生することも容易に予測が可能です。

こうしたことから、石川県に訪れる観光客に対して、より魅力的な新しい観光価値を創造し

ていくことによって、長期滞在客やリピート客を増やしていくことが観光産業の保護・育成という観点からは重要

になると思われます。

食文化発信基地としての役割：海外での日本食への関心の高まりは、一過性のブームである時期を過ぎて、いまや

確実に海外の人々の食生活に根を下ろし始めていると言えるでしょう。過去の農林水産省の調査では、2006 年時点

においてさえも、海外にはおよそ 2 万から 2 万 4 千店もの日本食レストランがあるとの調査結果が出ているほどで

す。しかしその反面、海外の日本食レストランでは現地の経営者・シェフが運営している店が多くを占めるため、「本

来の日本食」とは言えない料理が提供されていることもしばしばです。このため、農林水産省では 2007 年に外郭団

体である NPO「日本食レストラン海外普及推進機構」を設けて、海外において日本食・日本食材の普及と啓蒙を進

めていますが、一方、こと国内においては「日本食」を系統的に研究し普及・啓蒙活動を行う機関が不足している

という状況があります。 こうした環境下において、豊かな自然と食文化に長けた北陸に位置する石川県が、「日

本食文化の情報発信基地」として名乗りを上げて、正しい日本食の研究・教育・普及・啓蒙活動に従事することは

大変な意義のあることだと考えます。

食を巡る不安への回答：海外産の食材における残留農薬の問題など、食材の安全性への不安がマスコミ等で大きく

取りざたされたのは、いまだ記憶に新しいところです。

しかし 3・11 の大震災によって引き起こされた未曾有の環境破壊の可能性が、国内産、とりわけ東北部太平洋岸

の農産物・魚介類への深亥は汚染を招いているのではないかとの不安が国民の中に大きく広がっています。しかも、

こうした懸念は国内だけの問題に留まらず、海外においても日本産の食材の輸入制限を検討するなどの大きな波紋

を呼んでいます。こうした状況下において、新鮮でおいしい食材の宝庫としてのイメージが強い北陸に位置する石

川県が、安全で安心な食材を提供しているというアピールを行うことは、重要なことであると考えます。

また、こうしたことは、国内外でさまざまな風評被害に悩む他の地方との連携も含めて、安全な日本食材のイメー

ジづくりにおいて主導的な立場を演じていくことも重要なのではないでしょうか。

石川県の観光力の強化：国内の観光旅行客が石川県に来る目的は、温泉や味覚などが上位を占めるという調査結果

が出ています。しかし、その－方で、文化や祭り・イベントといったジャンルに関しては、関心が薄いという現状

があります。石川県の観光を強化・促進していくためには、食や癒しなどの強みを十分に活かしつつ、文化的な価

値を高める方策や、集客力の強いイベントを開催していくなどの積極的な施策が有効であると思われます。

フードイベントの開催１：「食の石川」をアピールするための様々なイベントを通年で開催することによって、国内

だけに留まらず海外からの観光客に対して「石川県の魅力」を十全に楽しんで頂けることが可能となります。

フェスティバル

・季節に応じた「食」に関するイベントを金沢・能登・加賀の各地で開催。

・B 級グルメ食べ比べから、高級店の味を屋台で提供など、観光客に喜ばれる賑わいを地域まるごとで創出。

・地元の有名店・有名旅館から、街角の個人営業の飲食店まで、地域が一丸となった「食の祭り」を開催する。

イベント

・eATKANAZAWA などの地方発信型アートイベントを参考に、滞在型・参加型のフードイベントの企画立案と開

催を行う。

・主婦の創作料理コンテストや、若手料理人を応援する石川賞の新設など、
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様々なコンテストイベントの開催。

・有名シェフの料理教室や、地引き網への参加など、体験型のイベントも開催

フードイベントの開催２：石川の魅力である新鮮な日本海の海産物をアピールすることに留まらずに、「食文化」の

広がりと奥深さを啓蒙するための一環として、世界各地の料理を本場の料理人を招聴して紹介していきます。

限定レストラン：・世界各国から有名シェフを招聘して、「石川県でしか食べられない」料理を提供。

・石川産食材を使用した「石川オリジナル」料理を考案・提供。

・フランス料理、イタリア料理、中聾料理などにとらわれずに、さまざまな国の料理を紹介して「食文化」の奥深

さを知って頂く。

コラボレーションレストラン：

・有名シェフと地元料理人が共同で限定レストランを開店。

・地元有名店のみならず、さまざまな飲食店に向けたセミナーイベントなども開催して、石川県の食のレベルを向

上させる。

・伝統的な日本食に斬新な視点を組み合わせた、次世代の日本食の創造を考える。

食文化の啓蒙・教育活動 1：イベントの開催によって観光客にアピールする楽しみを創出するだけではなく、食の

研究・教育機関を設置するなどの文化事業を平行して進めることによって、単なるお祭り騒ぎではない、後世につ

ながる石川県の文化価値の向上にも取り組みます。

シンポジウム

・国内外の著名人を招いてさまざまなシンポジウムを開催。

・食文化を巡る様々な研究分野の専門家同士の学会的なフォーラムから、一般の人々にも楽しくわかりやすいシン

ポジウムまで幅広く開催。

・国外の研究者や著名人をゲストスピーカーとして招待することなどによって、「食の石川」を海外に対しても積極

的にアピール

情報書庫

・国内外の「食」にまつわる文献を収集・こうした文献を世界の研究者へと貸し出すことによって、石川県を世界

の食文化の情報センターとする。

・著名研究者の招聴などによって「食」の研究センターとしての地位を確立。

食文化の啓蒙・教育活動 2：また、次の世代の料理人を育てることや、正しい日本食を普及させることなどを通し

て、石川県の食文化に対する取り組みを深化・継続化させ、また国際社会にたいする貢献度を高めます。

料理大学：

・「食文化」を学術的に研究する機関を設置することで、理論と実践の両面から食文化の向上に寄与する。

・専門学校の設挺や助成によって、優秀な和食の料理人を養成する。

・教育機関に外国からの留学生を積極的に受け入れることによって、日本食の普及・啓蒙活動を臼ヨ際的に行う。

日本食検定機関

・正しい日本食を伝えるべく、「日本食検定」の本部を設置する。

・食の研究機関との連携によって、豊かで深い知識の獲得を目指すとともに、実技面に置いても高水準な料理人を

育成・認定していく。 点 鐘

お知らせ 高崎ロータリークラブ 60 周年記念例会について 平成 26 年 1 月 31 日

金沢百万石ロータリークラブ 会長 野城 勲様

拝啓 時下、益々ご清栄のこととご拝察申し上げます。また、日頃から高崎ロータリークラブ活動に、ご高配を賜

り厚く御礼を申し上げます。さて、貴事務局、村木様より、当事務局にお問合せ頂きました当クラプの創立 60 周年

記念例会（3 月 24 日)につきまして、ご連絡申し上げます。55 周年時に、従来の他クラプの皆様を大勢お招きして

での記念式典形式ではなく、内輪での記念例会にて開催致しましたところ、好評でございました。そこで、60 周年

につきましても、年度当初より同様の記念例会を目標に各種準備を会員一丸となって進めているところでございま

す。このような事情でございますので、今回は、お声掛けは致しませんが、温かいご理解を賜りますよう宜しくお

願い申し上げますと共に、お気遣い頂きましたこと、厚く御礼申し上げます。また、来年には新幹線も開通される

かと思いますので、大分便利になるかと存じます。今後ともご厚誼のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具 高崎ロータリークラブ会長 富澤謙吉

北山吉明前会長らチャリティコンサート
3/19 金沢アートホールにて

東日本震災復興支援です。金沢百万石クラブ後援になっています。

御協力を。
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