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2015 年 4 月のロータリーレートは１ドル＝ 118 円 2015 年 地区大会は 10/24 ～ 10/25

金沢百万石

LIGHT UP ROTARY ロータリーに輝きを 2014 ～ 15 RI 会長 黄其光 Gary C.K.Huang（台北 RC）
ふるさとを育み 世界平和へ 2014 ～ 15 2610 地区カバナー 永田 義邦（高岡 RC）
多様性と団結力を活かして楽しく活動する ~みんなちがって みんないい 会長 宮永満祐美

点 鐘
１．ロータリーソング『 ROTARY 』

２．四つのテスト

３．会長 挨拶 「皆さん こんばん

は 二週続けて 他クラブとの合同例

会 お疲れ様でした。高崎ロータリー

クラブ富山西クラブと続きました。

それぞれ すばらしい、おもてなしでした。井口幹事ほ

か、ご参加いただいた会員の皆様 準備をしていただい

た皆様 本当にありがとうございました。 今年度はあと、オープンロータリーと高崎ロータリークラブを迎える

例会のみと なりました。少し間もあり、一服というところですね。 ５月にまた ご協力をよろしくお願いいた

します。」

１）ゲストのご紹介

〔卓話者〕ホロデックス 代表 村本 睦戸（むらもと むつこ）様

２）ビジターのご紹介

大阪リバーサイドＲＣ 冨 道雄 様

たまたま「全国経済同友会」の集まりでこちらへ来ましてメーキャップさせていただきます。私

の所属は２６００地区の「大阪リバーサイドＲＣ」という３５名程の小さなクラブで、入会してから

２５年目になります。皆出席を真面目に続けております。

大阪で朝７：３０に例会をやっているクラブがあるのですが、そこで石丸先生とお会いしたことがあ

って、今日は偶然再会できました。 どうぞよろしくお願いいたします。

３）皆出席顕彰 該当なし

《 食 事 》
幹事報告/委員会報告

〔幹事報告〕 井口千夏幹事：

・高崎 RC 並びに富山西 RC との合同例会と続いておりましたがお疲れ様でした。大変盛大に

素晴らしい合同例会ができたと思います。

・今後はオープンロータリー、そして高崎ＲＣをお迎えする合同例会がございます。5/30 滝亭で

の合同例会について事務局からご案内させていただいております。水野工房見学会と併せて、4/23
までにご出欠の返信をよろしくお願いいたします。

〔委員会報告〕

魏賢任会長ｴﾚｸﾄ：先日のクラブフォーラムの折、皆さんにご案内させていただきしたが、今日例

会終了後、次年度の委員長・小委員長のご都合のつく方は打合会をさせていただきます。次年度の

活動内容と粗々の予算金額を出していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

北山吉明会員：5/21 オープンロータリーにつきまして、会員主体コンサートのエント

リーを募集しております。今のところ、稲山会員と江守先生と私の３名が決まりました。どうぞ恥ず

かしがらずに思い切って音楽を楽しんでいただきたいと思います。以上です。

Kanazawa Hyakumangoku
KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0780 2015.4.23

．

第 783 回

ホテル日航 5F
4/16 例会出席率 18/37 48.64 ％

２月の平均出席率は 70.74 ％

稲山訓央 SAA
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ニコニコＢＯＸ ￥ 5,000- 本年度￥ 423,002- 残高￥ 5,860,417-

宮永満祐美会長：村本さん 本日はようこそ よろしくお願いいたします。

井口千夏幹事：村本様 ようこそ百万石へ 本日は卓話宜しくお願いします。

魏賢任会長ｴﾚｸﾄ：皆さんこんばんは。先週の富山西ロータリークラブさんとの合同花見交流会

にご参加の皆さん、ご苦労さまでした。村本先生のお話を心より楽しみにしています。

講話の時間

『小松うどんと情報戦略と地域づくり』
ホロデックス 代表 村本 睦戸（むらもと むつこ）様

【プロフィール】情報整理戦略コンサルタント。地域ビジネスプロデューサー。AllAbout デジ

タルガイド。KadokawaWalker47 地域編集長。石川県地域づくり協会 専任地域コーディネー

ター。フードアナリスト ジャパンフードセレクションコンサルタント 川崎出身。

東京のシステム会社で、官公庁・NASA などのシステム設計やオープンカレッジの講師を経て、

１８年前に金沢へ。IT ベンチャーでプロダクトマーケティング担当取締役、デジタルハリウ

ッド講師、ネット新聞記者を兼務後、2009 年に IT 経営コンサルティング事業を行うホロデッ

クスを立ち上げ、独立。IT と情報戦略を活用した地域ブランディングを中心に、地域活性化

事業に従事。多様な人材による横断プロジェクトのマネジメントで新規事業や新商品開発のア

ドバイスを行う。

講話：
人と情報のブランドをプロデュースする”地域ビジネスプロデューサー

”の村本睦戸氏は、２０年前近くに東京のシステムエンジニアから金沢

へ I ターンで来沢し、IT ベンチャー企業の取締役として、石川県を中心

に全国に企画

営業をスタートした。その過程で、IT 経営マネジメントの腕を買われ、

小松市のまちづくりに携わるようになり「小松うどん」「小松塩焼きそ

ば」など食をツールとしたまちづくりに携わるようになった。

現在は今ある企業や地域の資源を発掘し、新規事業や新商品開発のサポ

ートをしている。

今回の話は、小松うどんを仕掛けた 1 人として、情報戦略の視点からそのプロセスを語っていただいた。

「２００９年に小松の第三セクターで商店街専門員として、「商店街のシャッターをひとつでもあける」ということ

を課題として最初に行ったことは、まちづくり会社の認知度を上げて信頼を勝ち取ることからでした。

それには、よそもの・わかものを話題創出、ばかものをプレイヤー、ささえもの・ちえものを事務局に組織づくり

を行い、話題創出のツールとして「小松うどん」でプランニングを行う必要がありました。

すぐ認知を得られるのが「食」であることから、空中戦の情報戦略として

①その土地から離れたら意味のないものであり、かつ全国一の柱となるもの

②文化を開発する組織として実行委員会・運営事務局・地元企業・応援者をつくる

③イベント部隊で学生、女性で楽しく盛り上げる

を立ち上げ時に、マスメディア協力のもとイメージをつくりあげました。

一方、地上戦の地域づくりとしては、継続のために所管課を超える大義、小異を超える現場の要である事務局機能

の強化を行いました。

それにより、「思考の牢獄から解き放たれ、新しいことをやる人間のじゃまをしない」地場をつくりあげたのです。」

最終的には、「食のツール」「事務局」「ヨソモノを交えた共同体」により、地元の周辺地域の期待感とやる気の強い

人材が自然にあつまることとなり、シャッターも新陳代謝が進んだということであった。

点 鐘
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パストガバナーからの手紙 217回

「アメリカの先見性あるエネルギー政策」 炭谷 亮一

３月８日現在原油価格は約５０ドル（１バレル）と昨年の夏以来安価が続いており、半値となった。当然国家財

政を原油輸出に依存している中東諸国、ベネズエラそしてロシア等の国内経済は低迷している。

原油をはじめ価格が続落している天然資源に頼っているブラジルでは 2016 年のオリンピック開催で必要な多額の費
用を国民生活へ回すべきとのデモがおきており、オリンピック開催が危ぶまれる状態である。

さて現在のアメリカ本土は原油と天然ガスの（シェールガス等）の上に浮いていると表現出来る位いエネルギー資

源は豊富であり、今後はエネルギー資源を一切輸入することなく、逆に輸出出来る位い余裕が出て来ている。しか

しシェールオイル・シェールガスの生産のピークは数年後に来るとの予想もあり、アメリカは次なるエネルギー資

源を模索する動きが出て来ている（アメリカには国内消費に十分な原油・天然ガスが最低 100 年分は存在している
と言われている）。アメリカのお家芸である先見性、進取の気風の面目躍如と思える出来事があった。2013 年 10 月
にアメリカのエネルギー省のモニツ長官が来日し、「メタンハイドレート開発における日本との協力構築の重要性」

を講演で述べている。

日本はメタンハイドレートの開発技術は世界のトップクラスであると言われ世界中から熱視線が送られている（ア

メリカ、インド等）。

メタンハイドレートは水の分子に天然ガスのメタン分子が取り込まれ氷状になった物質で、永久凍土層や水深 500m
以下の海底下など「低温、高圧の環境に存在する非在来型天然ガスの１種だ。

2013 年 3 月に経済産業省が、世界に先駆けて愛知県沖の海底でメタンハイドレート層からのガス産出試験を成功さ
せたように、日本の開発技術は世界のトップを走っている。

ただし、現在のメタンハイドレート開発は自噴しないガスを安定的に取り出す為の課題が多く存在している。

海底からのガス採取法では「減圧法」と呼ばれる手法が使われている。この手法では海底下で高圧環境に存在する

メタンハイドレートは、かかっている圧力を下げると水とメタン（天然ガスの主成分）に分解すると言う特性を利

用している。

アメリカのエネルギー情報局によるとメキシコ湾北部の海底に潜在するメタンハイドレートだけで技術的に回収可

能なアメリカ本土のシェールガスの３倍近くに達するのではないかと言われており、メタンハイドレートを回収出

来れば、現在アメリカで使われている天然ガスの２百年分に相当するのではないかと言われている。

一方日本列島周辺や日本の排他的経済水域のメタンハイドレートは 50～ 100年分に相当すると言われ、資源小国日
本にとって大変朗報と言える。

やはりメタンハイドレート利用の最大の課題は採算性にある。だが例えばシェールガスだが黎明期には技術的な課

題も多く、採算性も問題視され、開発に値しないものとされて来た。ところがアメリカがシェールガスを含めた非

在来型天然ガスの開発を始めたのは 1970 年代までさかのぼる。メタンハイドレートをアメリカの様に先見性をもっ
て長期的な視点でその動向を見ていく必要がある。“頑張れニッポン”

木曽御嶽噴火災害地への支援について

国際ロータリー地区ガバナー 殿

木曽御嶽噴火災害へのご協力のお願い

拝啓

皆様におかれましてはご健勝にお過ごしのことと拝察致します。

さて当 2600 地区では、今期は南木曾での土砂流出、木曽御嶽山噴火、長野北部地震と三度の自然災害に見舞われま
した。いずれの地域も次第に日常を取り戻しつつありますが、地元の観光産業への長期的影響や風評被害が懸念さ

れています。

木曾御嶽はすでに活動も弱まっており、スキー場、ゴルフ場、温泉などを含む周辺の観光地は以前どおり営業を再

開しておりますが、以前の活気を取り戻すにはまだまだ相当の時間が必要です。そこで 2600 地区では、クラブの例
会や会合、ゴルフコンペなどをできる限りこうした被災地に出向き、間接的な支援を行おうと実施されつつありま

す。近隣地区を除けば、遠方からお越しいただくのは大変ですが、全国のガバナーの方々にも同様の支援をお願い

致したく、是非、月信等の記事として地域ロータリアンにお働きかけをしていただければ誠に幸いと思う次第です。

ご参考までに、木曾より頂きました観光案内を同封させて頂きました。雄大な御嶽を望む開田高原や漆器の里、温

泉などもあり、四季折々にお楽しみ頂けます。これからは本当に美しい季節を迎えます。どうぞお足をお運びくだ

さいますよう重ねてお願い申し上げます。

なお、本件に関するお問い合わせは 2600 地区ガバナー事務所に、さらにご検討の際には、当該地区の木曽ロータリ
ークラブがご案内、予約など便宜を図らせていただきますのでどうぞご活用ください。

敬具

2015年 3月 19日
国際ロータリー第 2600地区 ガバナー 中川 博司

お問い合わせ先

木曽ロータリークラブ Tel：0264－ 52－ 4812 E－ mail：Kiso.r.c@yama-in.co.jp
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中川博司ガバナー事務所 恥 1：0265・73・2600 E － mail：nakagawa-g@triton.ocn.ne.jp
ガバナー 永田 義邦

韓国 RI 37610 地区より 地区大会の御案内
永田義邦ガバナ-様,

貴下のご健勝と貴地区のご発展をお祈り申し上げます。添付の通り

3710 地区大会を開催いたします。ご多用の中誠に恐縮でございます

が,是非ご臨席賜りたく謹んでご案内申し上げます。

3710 地区 総裁 金光泰

*祝辞は 4 月 23 日までお頼みいたします。

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて，2014-15 年度ＲＩ 3710 地区大会を 2015 年 5 月 8 日－ 9 日開

催いたします。先ず下記の日程をご案内いたします。ご多用の中ご

臨席を賜れば幸甚でございます。

日 時：第一日 2015 年 5 月 8 日（金）

1 次本会議 14：00 ― 18：00 時

18：30 ＲＩ会長代理歓迎晩餐会

第 2 日 2015 年 5 月 9 日（土）

2 次本会議 9：00 ― 17：00 時

場 所：第 1 日 新陽パ-ク Hotel
第 2 日 朝鮮大学校 Haeorum 館

*登錄料はありません。ＨＴＬと食事は当方で提供いたします。

第 3710 地区 総裁 金 光 泰

クラブ例会予定
2014-2015 年度

4/9 富山西 RC 合同例会

4/16 村本 睦戸様 ホロデックス代表

4/23 丸谷 彩宥美様

NPO 法人 ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ代表

4/30 休会

5/7 菅野 啓太様 ㈱ﾐﾘｵﾝｽﾀｰｽﾞ

5/14 小谷内 陽平様

ﾒｲｸ・ｱ・ｳｲｯｼｭｵﾌﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ北陸支部長

5/21 オープンロータリー

5/28 振替休会

6//4/ 洲崎 邦郎様

6/11 横山 方子様

6/18 クラブフォーラム

6/25 振替休会

2014 ～ 15 役員・理事・委員会
(役員） 会長：宮永満祐美 ｴﾚｸﾄ：魏賢任 副会長：若狭豊 幹事：井口千夏 副幹事：大路孝之

会計：上杉輝子 SAA：宍戸紀文 直前会長 野城 勲

（理事） 理事： 二木秀樹 北山吉明 金沂秀 藤間勘菊 西村邦雄 武藤清秀

常任理事： 石丸幹夫 吉田昭生 木場紀子

理事会オブザーバー・アドバイザー：パストガバナー 炭谷亮一 地区パスト幹事岩倉舟伊智 監査：後出博敏

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
(委員会) クラブ管理運営委員長：二木秀樹 副：東海林也令子 親睦：○武藤清秀 辰己クミ 水野陽子

金沂秀 川きみよ 上杉輝子 吉田昭生 杵屋喜三以満 魏賢任 大路孝之 高田重男

例会：（プログラム）○東海林也令子 宍戸紀文 川きみよ 吉田昭生（出席）野城 勲 藤間勘菊

SAA：○宍戸紀文 稲山訓央 ニコニコ：○稲山訓央 若狭豊 友好・ｸﾗﾌﾞ細則： 細則 CLP 検討 江守巧

富山西 RC との交流岩倉舟伊智 木場紀子 金沢北 RC との合同例会二木秀樹 杵屋喜三以満 高崎 RC との交流村田祐一

金沂秀 藤間勘菊 直前委員長：西村邦雄

奉仕プロジェクト委員長：北山吉明 副：水野陽子 職業：○永原源八郎 二木秀樹 大路孝之 稲山訓央

村田祐一 谷伊津子 社会：○村田祐一 谷伊津子 北山吉明 '新世代・青少年○北山吉明

国際：○西村邦雄 世界社会奉仕（Ｒ財団）西村邦雄 ラオス支援 魏賢任 藤間勘菊 描き損じハガキ 江守道子

米山奨学会 木場紀子 奨学生の世話大路孝之（カウンセラー）野城 勲 青少年奉仕 国際青少年交換上杉輝子

ローターアクト研究会稲山訓央 上杉輝子 直前委員長:木場紀子

会員組織委員長：金沂秀 副：江守巧 会員増強：○金沂秀 岩倉舟伊智 武藤清秀 宍戸紀文

川きみよ 稲山訓央 大路孝之 修練 前期石丸幹夫 藤間勘菊 後期木場紀子 江守巧

広報委員会委員長：藤間勘菊 副：石丸幹夫 広報：藤間勘菊 吉田昭生 ロータリー情報：炭谷亮一 石丸幹夫

会報・ホームページ：石丸幹夫 宍戸紀文 直前委員長 村田祐一

長期姉妹クラブ担当 南光州：金 石丸 岩倉 江守巧 東京世田谷中央：炭谷 岩倉 石丸 藤間

京都北東：炭谷 杵屋 水野 高崎： 石丸 村田 金沂秀 藤間 宮永

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（地区委員） 諮問委員会委員 地区ガバナー氏名委員会委員、クラブ奉仕部門Ｂカウンセラー 炭谷亮一

社会奉仕委員会委員長 ロータリーとふるさとを考える委員会委員 谷伊津子

地区監査委員会委員長 後出博敏 Ｒ米山奨学会委員会副委員長 藤間勘菊

友情交換委員会委員 宮永満祐美

例会場 ホテル日航金沢 5F 〒 920-0853 金沢市本町 2-15-1 T076-234-11111 例会日時 木曜日 19：00
事務室 ライブ１ビル 2F 〒 920-0852 金沢市此花町 3-2 T076-262-2211 F076-262-2241
E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www17.ocn.ne.jp/~hrc/
事務局執務時間 月火水金 9：00 ～ 15：00 休憩時間 12：00 ～ 13：00 木 15:00 ～ 20:00

休日（土日祝日) 事務局員 西村有里 幹事 井口千夏

クラブ例会予定
2014-2015 年度

4/9 富山西 RC 合同例会

4/16 村本 睦戸様 ホロデックス代表

4/23 丸谷 彩宥美様

NPO 法人 ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ代表

4/30 休会

5/7 ㈱石川ﾐﾘｵﾝｽﾀｰｽ代表取締役 端保聡様

5/14 例会場変更：「招龍亭」小谷内 陽平様

ﾒｲｸ・ｱ・ｳｲｯｼｭｵﾌﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ北陸支部長

5/21 オープンロータリー

5/28 振替休会

6//4/ 洲崎 邦郎様

6/11 横山 方子様

6/18 クラブフォーラム

6/25 振替休会


