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桜の中央公園と天覧山

ＲＩ会長 イアンＨ.Ｓ.ライズリー

ロータリー : 変化をもたらす

2570地区ガバナー
第３グループ
ガバナー補佐

細 井 保 雄
木 川 一 男

「 ＲＩ戦略計画を皆で一緒に実行しよう！
！」
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幹 事 土 屋 良 一
水 曜 日（12:30～13:30） 当 番 坂本君、田辺君

和泉会長
手に手つないで

【会長報告】
製作費は出していませんがＲＩが応援して
いる映画『ブレス～しあわせの呼吸』は英米
での上映を終え９／７から日本で上映されます。
５０年前のポリオ患者の闘病と家族愛を描いた
作品です。
配給するＫＡＤＯＫＡＷＡと話をして
クレジットにロータリーや
「END POLIO NOW」
の
ロゴを入れています。
１９５８年の英国での実
話で、主人公の息子ジョナサンがこの映画の
プロデューサーです。
地区でＰＲしていきます
のでどうぞよろしくお願い致します。
【幹事報告】
クラブ協議会日程表を配付、調整はご相談
下さい。会費の通知書を配付しましたが、ご
持参の方は出来るだけ早く、また、立て替え
のある方も早目に事務局までご連絡下さい。
５～１０月の服装はクールビズで結構です。
◎例会変更のお知らせ
◇所沢中央ＲＣ
・６／２５（月）振替休会６／２３移動例会（最終例会）
【委員会報告】
◎青少年奉仕委員会
伊澤君
高校生社会体験活動支援委員会が県教育局
に協力して実施する事業
（Ｈ１８年～）
について。
退学率の高い県立高６校の１年生に就労体験
をしてもらい、礼儀や社会のルール、やりがい、
責任感等を身に付ける事で中退を防ごうという
趣旨で行う事業です。第３Ｇに該当高校はあり
ませんが、協力して頂ける企業を募集中です。
皆で協力している事をアピールするためにも
是非お名前を出して頂けたらと思います。

◎雑誌委員会
町田君
『ロータリーの友』５月号より。縦組Ｐ２０
「世
界をつなぐ切手」私も中学生の頃、郵便局に
並んだり、銀座通りの流星堂書店で額面の何
倍もの値段の切手を買ったりしました。今売
ろうと思っても値段は額面の半分位。ブーム
がまた来るかもしれないので、集めていた方
は終活で捨てずに相続して頂ければと思いま
す。横組Ｐ２６
「例会のあり方」会員が会議室を
例会場に衣替えし、
お茶の配膳も行い、
例会後
は元通りにする。神戸西も飯能もホテルの方
に用意して頂いていますが、どっちがＲＣの
あるべき姿か？…こういう事を考える人も居
るんだなと思い、ご紹介しました。
【出席報告】無届欠席０ 福島出席向上委員長
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【Ｍ
Ｕ】
５／２２（入間）沢辺君

５／２４（入間）沢辺君

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・メッツァでは大変お世話になっております。
また、
土屋（良）幹事さんはじめ皆さんにはツー
デーマーチでお世話になりました。
矢島（巌）君
・結婚記念日、お祝い有難うございました。
福島君
・早退
石井君
本日計７，
０００円、累計額９５０，
５０２円。
◎６日例会当番は髙橋、田中会員です。
【卓

話】

ムーミン・テーマパークについて
株式会社ムーミン物語

講師紹介

西山祐介様

細田
（伴）パスト会長
会長から卓話依頼をされまし
たが、私だけでは役不足のため、
西山副社長にお出で頂きました。
「消滅可能性都市」に挙げられ
た時、将来どうなってしまうのか
と思われたのではないかと思い
ます。
３年前、宮沢湖に
「ムーミン」
のテーマパークを創るという事
になりました。ＦＧＩの玉井社長
と大久保市長とが、市の活性化のため何としてもと
計画し
（予算約１
００億円）
、来場者は１
００万人／年を
見込んでいます。成熟社会となった日本では心の問
題が大きくなっており、
緑と川のせせらぎに癒される
飯能は、
「ムーミン」
とちょうど一致するのではないか。
ムーミンパパの詩に「霧の夜明けでした。みんなは
庭へ駆け出していきました。
８月の、素敵な一日を約
束するように、東の空にバラ色の光がさしはじめて
いました。朝日がのぼるのです。新しい門が開かれ
ます。素晴らしい可能性への、扉です。なんだって、
やってのけられる新しい一日が待ってくれています。
そう、
君たちひとりひとりが気づきさえしたら。
」という
のがあります。
昨年６／３０に起工式。安倍内閣
「三本の矢」
、地方
創生を石破大臣が担い、
「地方を活性化しなければ
日本経済はダメだ」
という中で地元の飯能信用金庫、
埼玉りそな銀行、
武蔵野銀行が融資し、
細田建設、
矢
島工務店、
加藤建設工業が共同企業体
（ＪＶ）
として一
体で施工を進めております。建物はほぼ上棟出来る
ようになり、市長、玉井社長からの「西川材を使用し
て欲しい」との強い希望の下、西川地区木材業組合
の本橋組合長、吉澤建設工業の吉澤社長はじめ地
元十数社で工事に掛かっており、
１１／９オープンに
向け真剣に施工に取り組んでいるところです。
所沢では今、西武と住友商事グループが組み、駅
東口に１３０店舗が入る商業施設の建設が進行中。
西口車両工場跡地にも２５０～３００億円を掛けショ
ッピングセンターと高層マンションが建つ計画で、
東所沢ではＫＡＤＯＫＡＷＡグループが４００億円を
出資した
「ところざわサクラタウン」
の建設が開始され
計９００～１
０００億の開発が進んでいます。飯能も事
業が成功するかしないかは市民にとって大切な事。
市長も情熱を掛けてやっており、官民共同で進めて
います。夢の実現のため全力で闘っておりますので
ご支援ご鞭撻を切にお願い申し上げます。
運営について、西山様よりご説明頂きます。
西山様 実家は所沢で、聖望中学を卒業しました。
この事業に巡り合えた事を幸せに思っています。
「メッツァビレッジ」
。
下って行った正面、
マーケット
棟２Ｆには日本最大級の北欧雑貨ブランドが集まる
予定。
１Ｆは地元名産品のセレクトショップ。
その奥、
レストラン棟には大小８店舗、北欧をイメージした
店や東京にしかない飲食店等が入ります。パブリッ
クな、
ゆっくり出来るスペースを多く設けているのは
北欧をイメージしているというのもあるのですが、メ
ッツァ事業が、既存のテーマパークというより次世
代のテーマパークという位置付けであるためです。
今までは
「施設ビジネス」
だったのですが、僕らはイベ
ントを打って集客します。
子どもに限らず大人も学べ
る場の一つとして
「名栗カヌー工房」
の出店が決まっ
ています。インターネットが進めば進む程、都心の人
はお金を払ってでも自然を体験したいというデータ
もある。都心から９０分以内、日帰りで行ける場所で

自然を楽しみながら、
子ども
には体験をさせたい、という
ようなご家族をターゲットに
コンテンツを作っています。
一方「ムーミンバレーパー
ク（
」有料エリア）
は版元ムー
ミンキャラクターズ社
（ＭＣ）
の下、ムーミン童話に沿った
施設で、厳しくライセンス管
理されています。
通年の常設
テーマパークは世界初。フィ
ンランドの
「ムーミンワールド」
は参考にせず、日本人
に受けるような
「クオリティーの高いものを」
という指
示で創っています。メインの
「ムーミン谷」
にある一番
大きな建物
「ミュージアム」
。ほぼ同じサイズの
「三鷹
の森ジブリ美術館」
では年間６５万人を集客している
ので１００万人のキャパは十分カバー出来ます。ここ
の世界最大級のムーミングッズショップだけを目当
てに来られる方もいらっしゃるのではないかと思い
ます。ムーミンパパの船をイメージしたアトラクショ
ン施設。
「おさびし山」
ではアスレチックが楽しめま
す。北欧のトップデザイナーと作っているユニフォー
ムはユニセックスなデザインで、
どんな人でも受け入
れるという心の豊かさをアピールしています。
「アトラクションで集客」というよりも、湖と森、世界
観が大事。これからの時代、インターネットの世界で
僕らの施設をどのように伝えていくかがとても大事
なので、
クリエイティブなところに力を入れています。
「いいものを創っても、
この時代、
人なんか大して集ま
らない」
というように、
僕らは危機感をもってやってい
ます。お客様はスマホの中で意思決定する時代。最
初に触れるＨＰで
「ムーミンバレーパーク」
をどれだけ
アピール出来るかがポイントになってくるのかなと
思って力を注いでいます。滞在時間を５～６時間とし
て、メッツァを中心に飯能で１日遊んで頂けるような
ツアーも僕らのＨＰでどんどん紹介して、飯能にどれ
だけ滞在して頂けるか、というところはチャレンジし
ていこうと考えています。
ライセンス事業の取り込みについて。ＭＣのライ
センスを管理をしているのがＢｕ
ｌ
ｌ
ｓ。日本ではタト
ル・モリ エイジェンシー（ＴＭＡ）
が管理していまし
た。僕らはテーマパークのみのライセンスを持って
いましたのでディズニーランドにおけるオリエンタル
ランドに当たります。直接Ｂｕ
ｌ
ｌ
ｓと契約していたため
ムーミンバレーパーク内だけの収益を取り込む形で
した。
「２０１９年」
ムーミンの話題で持ち切りになる年
と言われ市場が伸びるのに
「フィー」
が頂けないのは
淋しいよねというので、チーム・ムーミンで話し合い
１つの会社を創る事になりました。
ＴＭＡ４４．
５％、
僕
らが４４．
５％、
ＭＣ１１％で「ライツ・アンド・ブランズ」
（ＲＢＪ）
を設立、僕らが成長する事でムーミンの市場
を増やし、僕らの事業も伸びるという形をつくる事
が出来ました。この点はテーマパークをやっていく
上で、事業の安定性、ベースとして大事なところだと
考えています。
「２０１９年」春にムーミンのアニメーションがＴＶ放
送される予定で、フィンランド国営テレビ局、英国の
民間局が既にリリースを出しています。ＲＢＪが日本
の放映権をもっており、アニメの放映でキッズの市場
も取っていきたい。
ＴＶでムーミンを見、飯能に行け
ば本物に会える、というストーリーでプロジェクトが
進んでいく予定。朝日新聞社が２０
１
９年、
２０２０年と
全国で原画展等を大々的に行います。
とても良い顔ぶれのテナントが集まりそうです。
埼玉でこのレベルのテナントを集められる商業施設
はなかなか無いのではないかという自信をもってお
りますので期待して頂ければと思います。今後共よ
ろしくお願い致します。

