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◆例会プログラム
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開会点鐘
ロータリーソング斉唱
会長の時間
ゲストスピーチ／担当 会計 戸来昭浩君
映画「ネクタイを締めた百姓一揆」
監督 河野 和雄 様
幹事および委員会報告
出席報告
ニコニコボックス
閉会点鐘

◆幹事報告
6/11（土）2016 年 規定審議会報告会のご案内
ガバナー事務所

◆第 2996（５/１０）例会の概要
■会長の時間 佐々木 史昭 君
「ブラジル訪問とベン君を励ます会」

ータリーの長期青少年交換プログラムで、当時谷
村繁家と阿部内科家と我が家に４ヶ月ずつ滞在さ
れ、花巻南高校普通科国際科学学系に１年通わ
れたブラジル人女子留学生ルシアナ・ミネイさんの
結婚式に参列させて頂く事でした。
１４年ぶりに会ったルシアナは体型が少々大型化
していましたが、日本から帰国後にはイタリアに留学
し、現在は母国語のポルトガル語、英語、イタリア語、
さらにフランス語、日本語は忘れてしまったと言って
ましたが、５カ国語が話せるマルチ通訳として活躍
されていました。旦那様はとても良い感じの電気系
エンジニアで、１１年にわたるお付き合いの上ゴー
ルインということでした。
ご両家のご家族、ご親族ともお会いし、父方の日
系の方からは５０年以上前にブラジルに移住した当
時の苦労話などもお伺いし、大変有意義な経験をさ
せて頂きました。
本日は予定されているベンのプレゼンになるべく
時間をとりたいので、紹介はこれまでとさせて頂きま
すが、あと数回の会長の時間の中で、写真も交えて
ブラジルの紹介をさせて頂く機会を持ちたいと思い
ます。
さて本日は、先日岩手日報岩手県欄にも掲載さ
れ、当花巻ロータリークラブでも継続して支援させ
ていただいてきたベン・ベル君が、いよいよホットスプ
リングスへ戻って本格的に酒ビジネスを始められると

みなさん、こんにちわ。ゴールデンウイーク明けで
久しぶりの例会でありますが、みなさまは連休どのよう

いうことで、ベン君の酒ビジネスプランをプレゼンテ
ーション頂くプログラムとなっております。

にお過ごしになられたでしょうか。
また本日夜には、花巻国際交流協会に幹事役を
前回の例会は、私不在で大変失礼致しました。立

お願いして居酒屋和みで「ベン君を励ます会」を開
花副会長もご不在で、吉田エレクト会長代理のもと、 催しますが、ロータリー関係者から三田さん、谷村さ
みちのくコカコーラさんの新工場をご覧になり、同社
ん、鹿討さん、湯川先生にもご参加頂く予定になっ
管理部長様のゲストスピーチを頂戴し、大変有意義

ております。もし出席可能な方がいらっしゃいましたな

な例会となったようでとても嬉しく思っております。

ら、今からでも大歓迎ですのでどうぞお越し下さい。
それでは、早速ベン君のビジネスプラン発表に入

私は、この連休たくさんお休みを頂戴し、ブラジル
を訪問して参りました。主目的は、１４年前に国際ロ

りましょう。 宜しくお願い致します。

◆プログラム

慶祝５月度
担当/澤田幹事

ングスの観光業の促進を助け、また、ホットスプリン
グスと花巻市の姉妹都市関係も強調することがで
きると見込まれます。
もう一つの目標は、酒造に関する知識を広め、
人々に酒の醸造と販売のための土台を提供するこ
とです。これには、夏のセミナー、精米した米の販売、
個人や他企業の醸造請負を含みます。
２．製品戦略
酒の価格は、750mL 瓶で一本 14.99 ドルのもの
から 100 ドル以上までのものとなるでしょう。瓶以外
では、缶や樽を容器として使用します。
製造される製品は、各日本酒の原料となる「山田
錦」や「五百万石」等の酒米に重点をおきます。 こ
の米は現在アーカンソーで育てられており、
「locally made(地元産)」としてマーケティングの大
部分を占めると思われます。
製品の一部は、醸造所の試飲室で販売され、
試飲室には、岩手や日本の手作り製品（とっくり、ぐい
呑み、宮沢賢治の本、漆、和紙など）を販売するショ
ップも併設します。

会員誕生祝（１９日）
佐々木史昭会長

婦人誕生祝（１４日）
三田香子（望）君みちのくコカ・コ
ーラプロダクツ（株）
◆ゲストスピーチ
製造部長 藤田
「ホットスプリングス市の地酒酒造の
友博さん

３．将来的目標
会社としての将来的な目標は、アーカンソー初、
そして日本国外で最も良い日本酒の酒造会社とし
ての地位を確立することです。
ホットスプリングスとアーカンソー産の酒の評判を
広めるためには、国際的な輸出が重要になってきま
す。当醸造所は、国際的に認められる酒造教育の
中心を目指します。 さらに、ホットスプリングスと花
巻の姉妹都市としてのつながりを通して別の文化や
ビジネス（新しいレストランや陶器、和紙、みそ、醤
油の生産等）での交流促進も図ります。

４．会社の体制
当社は５人の従業員で始めます。ジェネラルマネ
ージャー（総責任者）は私、Ｂｅｎ Ｂｅｌｌ、醸造者は
Jack Ward とボトリングマネージャーの Eric Morris
後は別の酒造社と本社です。
私ベン・ベルは、レストランと小売販売など飲料ビ
ジネスの経験が 12 年以上あります。ワイン、スピリッ
ツ、ビール、日本酒の分野で専門家として認定され
ており、日本で酒を醸造した経験のある数少ない外
国人の内の 1 人です。 前職では、アーカンソー州リ
トルロックのレストラン「Big Orange」でマネージャー
をしていました。
ジャック・ワードは、ホットスプリングスの「Arkansas
１． 会社の目標（二つのゴール）
School
for Mathematics, Sciences, and the
この会社の目標は、アメリカ人と輸出市場向けに
手頃な価格（750 mL 瓶あたりおよそ 20 ドルの平均 Arts」の卒業生で、前職では、リトルロックのロック・
タウン蒸留酒製造所に勤めていました。
小売価格 ）の酒を作ることです。
エリック・モリスは、リトルロックの「ロストフォーティー
アーカンソー州ホットスプリングスにて、酒造用の
醸造所」のビール醸造者で、缶詰め作業を専門とし
米と地元の有名な水を使い、高品質の酒を作ります。
このことにより、アーカンソー州の農業とホットスプリ ていました。 前職では、新しいレストランの開店と、

ビジネスプラン」

ベン・ベルさん

イエローロケット・レストラン・グループの管理を担当
していました。
５．会社の主な目標
会社の主な目標は、手頃な価格の酒を販売する
ことです。 現在、米国市場での高級日本酒の輸入
量はかなり多くなっており、米国内で作られている安
価な日本酒も数種類ありますが、15～25 ドルの価
格帯で販売されている酒は多くありません。

１０．投資経費
初期投資経費は 2,000,000 ドルで見積もられてい
ますが、特定の装置についてはさらに調査しなけれ
ばなりません。
講演頂いたベン・ベルさんに佐々木会長より、謝礼
が贈呈されました！

６．製品ターゲット
米国では、ワインやクラフトビールを飲む人は飲
物市場の重要な消費者です。 缶入りやタップ式の
純米酒はクラフトビールの消費者をターゲットとしま
す。 瓶で販売する吟醸酒、大吟醸酒は、フルーテ
ィーな風味を好み、瓶での消費が多いワインの消費
者により受けるだろうと考えています
７．市場分析
アルコール飲料は、米国で 2 番目に大きい飲料
カテゴリーで 2012 年は、355 億リットルが消費され、
$197.8B の小売売上高でした。中でもビールは、消
費量では全体の 87％と大部分を占めていますが、
売上高では 49％に留まっています。
2007 年から 2012 年にかけて、各飲料の消費量
はワインが 9.0%増加、スピリッツが 13.3%増加、そ
してビールが-4.3%減少となりました。 しかし、クラ
フトビールに関しては年々大きな成長を示しており、
2015 年には、消費量で 13%、小売売上高で 16%
増加しています。現在クラフトビールの市場規模は
223 億ドルとなっており、ビール産業全体の 21%を
占めています。
2015 年の米国における日本からの酒の輸入は、
およそ 4000 万ドルで 21.8%の増加となりました。
８．競争相手
競争相手としては、輸入物の日本酒、国内産の
日本酒、そしてその他のアルコール飲料が挙げられ
ます。
当社の価格は、輸入物の日本酒に比べて大きな
利点となりますが、品質で勝ることは難しいでしょう。
反対に、国内産のものに勝る主な利点は、品質であ
ると考えます。また、ビール、ワイン、スピリッツなどの
他のアルコール飲料は、すでに国内で確立した地
位を得ており、それらに加えて日本酒を根付かせる
には相当な努力を要すると思われます。
９．会社経営
当社は、当社への寄付に基づいて投資家に発行
される株式による有限責任会社でもあります。ジェネ
ラルマネージャー、ベン・ベルに加えて、オペレーシ
ョン部長、営業部長、PR 部長、醸造部長、ボトリング
部長、倉庫管理部長も必要になりますが、初めのう
ちは一人が複数の役職を兼任します。

『皆でベン君の成功を祈りつつ、パチリ！』

◆出席報告
33 人中 16 人の出席
出席率
57.1％
前回修正 67.8％
【メ－キャップ】
4/28(木)
平成 28 年度花巻市友好都市交流
委員会幹事及び総会
吉田 和洋君
5/7（土） 盛岡西 RC 創立５０周年記念式典
吉田 和洋君

◆ニコニコボックス
◆鹿討 康弘君
花巻南 RC・岩舘正明様、北上和賀 RC・髙橋嘉信
様ご出席ありがとうございました。
ベン・ベル君、英語が上手なのでびっくりしました
（笑）。頑張って下さい。応援しています。
◆佐々木 史昭君
ベン君のホットスプリングスでの酒ビジネスの成功を
心よりお祈り申し上げます。
◆立花 徳久君
ベン・ベル君ありがとうございました。ご活躍をお祈り
します。
先日、ジャズピアニストの辛島文雄さんのライブを

楽しんできました。辛島さんは、膵臓癌にかかり、転
移もしており、体調が思わしくない中、魂の演奏を聞
かせて頂きました。
◆佐藤 良介君
ベン・ベルさん、南部美人での杜氏としての修業ご
苦労様でした。ホットスプリングスにおける酒造りプロ
ジェクトの成功を心からお祈り致します。
５月１日、３３回目の結婚記念日を迎えました。夫
婦２人でおいしくケーキを頂きました。ありがとうござ
いました。
◆三田 望君
妻の誕生祝と結婚祝ありがとうございます。独身時
代２５年、一緒になってなんと４５年、振り返れば
色々な意味で感慨深いです。何とか私個人として
はあと５年は持たせたいなあ。
ベン君、アーカンソーで一旗挙げるのを楽しみにし
てます。
◆稲田 典之君
３１年目の結婚祝い有難うございます。
◆滝田 吉郎君
ケーキ家族みんなでおいしく食べました。ただ、ただ
妻の努力とガマンで３６年もちました。
感謝。
◆伊藤 誠一郎君
年甲斐もなく、季節外れのインフルエンザにかかって
しまい、ゴールデンウイーク寝てばかりいました。早退
します♡
◆阿部 一郎君
結婚祝ありがとうございます。２９年目となりました。
今後も仲良く暮らしたいと思います。
◆澤田 常夫君
おかげさまで４０年。結婚記念日のケーキありがとう
ございました。
◆谷村 繁君（Web 非公開）

◆第 2996 回

◆次回のプログラム
５月２４日（火）花巻ＲＣ奨学金交付式
/担当 橋川秀治花巻 RC 青少年委員長、
ゲスト 花巻北高校長先生 下町嘉男様 と
３名の奨学生のみなさん

◆今後のプログラム案内
５月３１日（火）クラブフォーラム ＲＩ世界大会報告
/担当 鹿討康弘 会報委員長
６月７日（火）18:00～花巻 RC3000 回例会＆菊の会 40
周年記念例会 ＠佳松園 /担当 佐々木会長
６月１４日（火）クラブ協議会、年間事業報告
/担当 澤田常夫幹事
～お知らせ～
☆６月度理事会は、６月２日（木）１１：００～１２：００
佳松園にて行います。
菊の会の正副会長様にもオブザーバー参加頂きます。
昼食は用意せず、適宜と致します。
５月２３日（月）１８：３０～ソウル世界大会準備会議
兼オブザーバー勧誘会＠双葉町「一平」
５月２７日（金）～３０日（月）ＲＩ世界大会＠ソウル
６月１０日（金）花巻３ＲＣ合同ゴルフコンペ
＠盛岡南ＧＣ 花巻南ＲＣ担当
６月１６日（木）平塚 RC 昼例会訪問
＠「グランドホテル神奈中」
６月１７日（金）ゴルフコンペ ＠平塚富士見ＣＣ
/懇親会コンペ参加
６月１８日（土）塩釜東ロータリークラブ 創立５０周年
＠「ホテルグランドパレス塩釜」
花巻南 RC・岩舘正
明様、北上和賀
RC・髙橋嘉信様ご
出席ありがとうござ
いました♪

例会のメニュー

花巻ＲＣより熊本地震の被
災者の皆様に義援金を贈
らせていただきます。

天重

ロータリー情報委員
会を開催します。

◆事務局 〒025-0075
花巻市花城町 10-27 花巻商工会議所内
花巻ロータリークラブ TEL /FAX : 0198-41-1133
Mail : hrc@hanamaki-cci.or.jp
URL http//www.hanamaki-rc.com
記事担当/橋川

