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2019/06/01 十勝さらべつ熱中小学校

「地方創生」「自己実現」両立の幸福論
まちと自分を元気で幸せにする生き方

熱中小学校東京分校用務員／久米繊維工業㈱取締役相談役 久米信行

明治大学商学部「ベンチャービジネス論」 多摩大学経営情報学部「SNS論」客員教授
「すぐやる技術」 「すぐやる人だけがチャンスを手に入れる」 「メール道」著者

一社)墨田区観光協会 理事 北斎コミュニティデザイン実行委員長
東京商工会議所 健康づくり・スポーツ推進委員／墨田支部 副会長（IT担当）
墨田区文化振興財団評議員 新日本フィルハーモニー交響楽団 評議員

NBS日本舞台芸術振興会評議員 社会貢献支援財団 評議員

nobu.kume@nifty.com https://www.facebook.com/nobukume

i専門職大学
www.i-u.ac.jp/

mailto:Nobu.kume@nifty.com
https://www.facebook.com/nobukume
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一番ドキドキする質問をしてくださった方に新著謹呈！

この本の舞台は

墨田区!

主人公が働くのは

江戸油脂→松山油脂

主人公が癒されるのは

すみだ珈琲
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みなさんのＳＮＳ活用状況を教えてください

Instagram を公私ともに愛用しています
Twitter      を公私ともに愛用しています
Facebook を公私ともに愛用しています
週に１回位は記事を投稿しています
１日に１回 は記事を投稿しています
１日に複数回記事を投稿しています

50人程度のフォロワーや友達と交流中
500人程度のフォロワーや友達と交流中

5000人以上のフォロワーや友達と交流中

🙇釈迦に説法だったらゴメンナサイ

愛
用
Ｓ
Ｎ
Ｓ

発
信
頻
度

交
流
範
囲

久米信行
facebook.com/nobukume
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あなたは「井の中の蛙」になっていませんか?



かく言う私も「井の中の蛙」でした！
スウェーデン外交150周年 「北斎」ミッションで驚いたこと

新作能「北斎」チケットは即完売

老若男女が固唾を飲んで観劇

地元テレビ局の取材申し込み

世界遺産の宮廷劇場で再演

国王ご夫妻とVIPが真剣に観劇

小布施の酒と墨田の切子で乾杯

北斎展は１日1000人以上来場

北斎Tを着れば街で声かけられる

パネル討論でも真剣な質問が

➡️みんな「北斎」「日本」が大好き5



例えば「北の大地」で起きている今！
北洋銀行「函館」経営者勉強会ツアーで驚いたこと

函館の朝市で日本人は私だけ?

人気の店で３０００円海鮮丼

１５００円の「あまおう」爆買い

五稜郭から赤レンガまで占領?！

真冬の大沼公園でも散策映え

地元隠れ家名店はまだ無事?！

市民の台所、市場にも進出中

古民家はヨソ者女子がカフェに

駅前百貨店は閉店、テナントは?

➡️日本人より「函館」好き？ 6久米信行
facebook.com/nobukume



例えば「朝ドラ舞台」で起きている今！
十六銀行「岐阜」経営者勉強会ツアーで驚いたこと

NHK「半分青い」の舞台

五平餅は美味しかったけれど…

ふくろう商店街は既に閑散?！

「銀の森」は地元内外で人気

棚田カフェは開店休業???

広重美術館の来訪者の１割は

京都から諏訪まで街道を歩く旅

１泊２食バイキングの再生ホテル

ホテルの顧客は?オーナーは?

➡️みんな「恵那」「日本」が大好き7



インバウンドの決め手は

オリンピック・W杯

だけではありません！

「北斎」「マンガ」「アニメ」

その他に何が？？？

8
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勝手に観光協会？ 勝手にガイド
↓

社）墨田区観光協会 発起人理事

↓

i専門職大学 専任教員
(仮称・2020年開学予定)

３分で自己紹介
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1963年墨田区本所生まれ
下町カオス＝職住一致×商店街×銭湯
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東京スカイツリー×北斎×ものづくりの街
墨田区で久米繊維は創業８４年

http://image.blog.livedoor.jp/hokusai_street/imgs/f/f/ffe83c31.jpg
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http://blog.scroll360.jp/marketing/communication/

スクロール360通販支援ブログ
「メール道/ブログ道/メディア道」

日経パソコンONLINE
「商売繁盛 ITの焦点 」

http://pc.nikkeibp.co.jp/article/NPC/20071101/286155/

1997年＞日経インターネットアワード受賞
構造不況業のIT活用＞IT専門家?＞全国講演旅行で観光通に

→2005年東京商工会議所墨田支部 IT分科会長

→2006年東商「墨田ブランドアップ推進委員」

http://blog.scroll360.jp/marketing/communication/
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/NPC/20071101/286155/
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１年間かけて参加型講義
CANPAN無料ブログを活用
各人がブログで店を持つ
アフィリエイトでお手軽起業
ほれ込んだ商品を熱く語る

↓↓↓

知情意よし・三方よし・
ＩＣＴよしの商人を育てる
ブログ公開＋書籍化

明治大学商学部「ベンチャービジネス論」 講義ブログ
https://blog.canpan.info/meiji_venture/

2006年 明治大学商学部「ブログ起業論」講師
起業論＞草食系学生＞オタクの可能性＞あいさつ



14

2008年＞明大「起業論」講義をまとめた本
「すぐやる！」技術がなぜかベストセラーに

見る前に跳ぶ＝まず行動するのが
苦手な日本の若者のために書いた本

セブンアンドワイ・アマゾンや
日販・三省堂・紀伊国屋・TSUTAYA
ビジネス書上位にランクイン
20万部を超えるヒット作に

http://blog.canpan.info/suguyaru/

http://blog.canpan.info/suguyaru/
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一般社団法人 墨田区観光協会
http://visit-sumida.jp/

地元企業人３人を発起人に設立

理事長は東商支部会長兼務

観光の要となる企業人が理事

伝統工芸士、銘品名店も参加

区役所から事務局長×応援

民間出身スペシャリスト

フィルム・商品・イベントコミッション

民間企業やNPOと上手に連携

ビジネスもできる観光協会

2009年＞社）墨田区観光協会 発起人理事
勝手に観光協会＞東商観光委員＞観光協会＞DMO担当

http://visit-sumida.jp/


2010 APEC中小企業サミット：日本代表
ゲストに久米繊維謹製「北斎」Tシャツを

16

▼日本語特集ページ
http://www.t-galaxy.com/hokusai/index.html
▼XOJAPAN(英語)
http://shop.xojapan.jp/shop_1019_en_JPY_b_1.html
▼XOJAPAN(中文)
http://shop.xojapan.jp/shop_1019_zhtw_JPY_b_1.html

http://www.t-galaxy.com/hokusai/index.html
http://shop.xojapan.jp/shop_1019_en_JPY_b_1.html
http://shop.xojapan.jp/shop_1019_zhtw_JPY_b_1.html


会長清水愼一 （元JTB常務取締役立教大学観光学部特任教授）

代表理事 鶴田浩一郎 （NPO法人ハットウ・オンパク代表理事）

代表理事・事務局長大社 充 （NPO法人グローバルキャンパス理事長）

常務理事井手修身 （イデアパートナーズ代表取締役社長）

常務理事井戸智樹 （歴史街道推進協議会総合プロデューサー）

理事 畦地履正 （株式会社四万十ドラマ代表取締役）

理事 久米信行 （墨田区観光協会理事 久米繊維工業取締役会長）

理事 小林 功 （函館観光コンシェルジュセンター副センター長）

理事 田村孝次 （エコ ビジョン ブレインズ代表取締役・ＣＥＯ）

監事 安島博幸（立教大学観光学部教授）
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2012＞観光地域づくりプラットフォーム推進機構 理事

日本全国にDMOを創り人財を育てたい

http://platform.nihon-kankou.or.jp/



北斎の生地にある美術館

プリツカー賞妹島和世先生設計

北斎賞を作って世界から公募

北斎賞×すみだモダンで地域振興

北斎カード集め×スマホ待ち歩き

３６５人の1日館長と1日学芸員

美術館前で全国物産朝市夜市

北斎コミュニティデザイン実行委員長

18

2012 墨田文化振興財団 評議員
すみだ北斎美術館で「世界の墨田区へ」



小澤征爾さん設立

墨田区のクラシック専用ホール

アルミンクからハーディング

音楽雑誌選出でベスト３のオケに

地元企業と個人の「支える会」

ジュニアオーケストラ

宮川彬コンチェルタンテ

久石譲ワールドドリームオーケストラ

現音楽監督は上岡敏之さん

19

2012＞新日本フィルハーモニー交響楽団評議員
すみだトリフォニーホールを本拠に世界へ



毎年公募して全国から３地域を選定

２年間、観光地域づくり事業を支援

2016年は唐津が選ばれ見並理事長と視察

安島博幸 跡見学園女子大学 観光コミュニティ学部教授

加藤 誠 ＪＴＢ 旅行事業本部 観光戦略部長

久米信行 久米繊維工業 取締役会長

澤田博之 JR東日本総合企画本部 観光戦略室室長

中根 裕 ＪＴＢ総合研究所 主席研究員

見並陽一 日本観光振興協会 理事長

20

2013 公益社団法人日本観光振興協会
魅力ある観光地域づくりモデル事業検討委員
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2013 国土交通省「ミズベリング」
水辺とまちのソーシャルデザイン懇談会

水辺とまちの未来のかたちをデザインし、
持続可能な未来の創造に貢献するための
アイデアとは何か？

陣内秀信 法政大学デザイン工学部建築学科教授

井出玄一 BOAT PEOPLE Association 代表理事

伊藤香織 東京理科大学理工学部建築学科准教授

金井 司 三井住友信託銀行 理事

岸井隆幸 日本大学理工学部土木工学科教授

忽那裕樹 E‐DESIGN 代表取締役

久米信行 久米繊維工業 取締役会長

紫牟田伸子 ジャーナリスト・編集者

吉村庄平 大阪府 都市整備部長

辻田昌弘 三井不動産 S&E総合研究所長

三浦 隆 東京都建設局 河川部長
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2015 NBS日本舞台芸術振興会評議員
世界のバレエ・オペラを日本に 東京バレエ団を世界に

http://www.nbs.or.jp/

http://www.nbs.or.jp/
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7月20日開校

全国の熱中小学校の物産やエンタメを墨田区に

2016 熱中小学校の観光地域づくり講師
2017 熱中小学校東京分校用務員



2017 日経産業新聞SmartTimes連載
起業や起業家に向けたメッセージ

https://www.nikkei.com/article/DGXKZO32567490T00C18A7XY0000/

https://www.nikkei.com/article/DGXKZO32567490T00C18A7XY0000/
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http://college.nikkei.co.jp/article/103613409.html

http://college.nikkei.co.jp/article/103624509.html

2017 多摩大学「SNS論」客員教授
インスタグラムで地元を発信「勝手に多摩観光協会」

http://college.nikkei.co.jp/article/103613409.html
http://college.nikkei.co.jp/article/103624509.html


26https://www.i-u.ac.jp/

2020 ｉ専門職大学（設立準備中・仮称）で観光地域づくり

https://www.i-u.ac.jp/


フツーの総合大学 競争要因 i専門職大学

フツーの総合大学と i 専門職大学の違い

だからこそプロ実務家がゼロベースで創造できる
ｉ専門職大学の可能性は絶大なのです

多くの教員は研究が専門
実務・経営・開発の経験なし

多くの教員はビジネスで活躍
実務・経営・開発の経験が豊富

机上の理論を講義で一方的に
ICT、英語の体得は難しい

実務の知恵を双方向×現場で学ぶ
ICTと英語を徹底的に学ぶ

公務員や有名大企業志向
企業後継者や留学生が少ない

偏差値・見栄で有名大学選び
子供の夢よりも安定性が大切

新規事業・ベンチャー・起業家志向
企業後継者や留学生が多く交流可

教授陣・カリキュラムで新大学選び
子供の夢を叶える将来性が大切

就活の斡旋が中心
短期インターンはお客様扱い

企業と連携し商品・サービス開発
長期インターンでプロジェクト体験

教授陣

カリキュラム

学 生

家 族

産学連携



i専門職大学生は

墨田区を愛する

産業観光大使
28



人は幸福に
なるために
生きている



幸福の探求
４つの質問



５ 世界

４ 日本

３ 地域

2 身内

１ 自分

Q１ あなたの生き方で幸福をもたらしたい範囲は？

→逆説１ 自己チューをやめて 世界を想うほど 幸福に生きられる



Imagine all the people

Lliving life in peace

2019/06/01 



PEACEの前に

LOVE

2019/06/01 



１
いま

２
十年後

３
死ぬまで

５
千年後

４
百年後

Q２ あなたの生き方で幸福をもたらしたい時間は？

→逆説２ 今チューをやめて 未来を想うほど 幸福で生きられる

2019/06/01 



Futures made of virtual insanity now （Jamiroquai）

どんなことでも7世代先のことを考えて
決めなくてはならない （イロコイ族）

2019/06/01 



前後裁断

今ここに集中

2019/06/01 



５ あらゆる
ものごと

４ 人工物

３ 植物

2 動物

１ 人間

Q３ あなたの生き方で愛情を注げる範囲は？

→逆説３ ヒトチューをやめて 万物を愛おしむほど 幸福に生きられる

2019/06/01 



一◯入魂のアニミズム

2019/06/01 



お元気でいらっしゃいますか？

おかげさまで！

2019/06/01 



文明 文化

地
域

地域文明 地域文化

世
界

グローバル文明 グローバル文化

Q４ あなたの生き方で活躍したいフィールドは？

→逆説４ グローバル文明から地域文化にシフトなら 幸福に生きられる

2019/06/01 



みんな ちがって

みんな いい

2019/06/01 



観光業は発展し
自動車産業を凌ぐ

旅する理由の
４割は文化

ツーリズムEXPOジャパン2015基調講演
パスカル・ラミー氏

世界観光倫理委員会 議長、世界貿易機構
［WTO］元事務局長、パリ五輪・万博招致委員長

http://www.travelvision.jp/news/detail.php?id=69529

2019/06/01 

http://www.travelvision.jp/news/detail.php?id=69529


あなたの
幸福の基準は
あなたの
心の中にある

2019/06/01 



わが師から学ぶ

幸福のヒント

2019/06/01 



わが師１

元慶応義塾大学

経済学部教授（ゼミの恩師）

平野絢子先生

2019/06/01 



平野絢子先生はこんな人

両親 父は共産党３大ブレイン 母は華族（男爵家）

学校 下から聖心＞東京女子大＞慶應

教授 慶應義塾大学経済学部で最初の女性教授

専攻 東欧＞中国の経済発展論 反共産党×反文革

留学 経済改革後、第１回の人民日報招聘留学生

退官 作新学院大学院設立 企業の集権と分権

晩年 自分のためだけに海のシルクロード研究

2019/06/01 



平野絢子先生に出会う前の私

塾高出身 友人のコピーで試験をしのぐお調子者

お受験脳 自分の頭で考えない 勉強もつまらない

留年孤独 友人は誰もが三田へ 日吉で独りぼっち

悲観主義 ノストラダムスの大予言 成長の限界

現実逃避 童話を書いたり 詩や曲を書いたり

2019/06/01 



平野絢子先生の言葉 1

今ほど素晴らしい
時代はない この時代に

大学で学べるほど
幸せなことはない

活性化しなさい

2019/06/01 



平野絢子先生の言葉 2

あなたの
言いたいことを
一言で言いなさい

なぜ？

収斂しなさい

2019/06/01 



平野絢子先生の言葉 ３

客観的に
自己貫徹する
経済法則

完全な市場は
完全な計画に
一致する

コスト最小利益最大
コスト最小公益最大

能力に応じて働き
必要に応じて分配

主体と客体
螺旋状に進化

人間が愚かなら まだ中世は終わっていない

2019/06/01 



平野絢子先生の言葉 ４

ヨコをタテに
するのは学問
ではない

加藤 寛先生は
色は違うが恒星
だから尊敬する

スキーをするため
に生きている

最高に孤独に
なれるから

2019/06/01 



わが師２

元大雄山主

最乗寺住職（心の恩師）

余語翠厳老師

2019/06/01 



余語翠厳老師はこんな人

宗派 曹洞宗ではラジカルと言われていたブレイン

道場 曹洞宗の三大道場のひとつ最乗寺の住職

天狗 道了大薩埵、天狗信仰

座禅 １年中道了講を受け入れて毎日座禅と法話

著書 禅の十戒など講話録多数

2019/06/01 



余語翠厳老師に出会う前の私

オカルト 超能力やパワースポットに凝っていた

ストレス 肩は鉄板のように凝っていた

悟りたい 真理は存在し、それを悟りたいと思っていた

2019/06/01 



余語翠厳老師の言葉 1

山川草木
悉く仏性有り いくら座禅しても

超能力も得られない
悟ることもない

安心して
座られよ

2019/06/01 



余語翠厳老師の言葉 2

法 天地の法
人間の法

余る物なく
足らぬ物なし

2019/06/01 



余語翠厳老師の言葉 ３

無 無の眼耳鼻
舌身意あり

色即是空
空即是色

2019/06/01 



余語翠厳老師の言葉 4

不邪淫戒は
おかしい 高僧に相応しい

最後は？

天随

2019/06/01 



わが師３

東京工業大学名誉教授

自在研究所代表（自在の恩師）

森 政弘先生

2019/06/01 



森 政弘先生はこんな人

専攻 日本におけるロボット工学の第一人者

教育 ロボットコンテストの提唱者。ロボコン博士

信仰 仏教に深い造詣

音楽 フルート演奏も楽しむ芸術家

著書 「非まじめのすすめ」など多数

2019/06/01 



森 政弘先生に出会う前の私

環境問題原理主義者 宇宙船地球号は危ない

青年将校的正義漢 今やらねば未来はない

体制と大衆に不満 なぜ目覚めないのか

2019/06/01 



森 政弘先生の言葉 1

君たちは
世界を良くしようと
としているね 歴史を遡れば

そういう人が一番
世界を悪くしている

宗教は善か悪か
原爆は善か悪か

2019/06/01 



森 政弘先生の言葉 2

善 無記 悪
善は悪転する
悪は善転する

転じる智恵
が大切

2019/06/01 



森 政弘先生の言葉 3

まじめ
不まじめ
非まじめ 自ら在る

自ずから在る
=自在

無分別

2019/06/01 



わが師4

社会貢献支援財団 会長

日本財団 特別顧問（現在の恩師）

日下公人先生

2019/06/01 



日下公人先生はこんな人

出身 自由学園>灘高>東大だが東大頂点の教育批判

仕事 日本長期信用銀行で業務開発＞シンクタンク

留学 ウィルソン大統領記念研究所客員研究員

先見 ソフト化経済センター設立。アニメ・サブカル

公職 東京財団＞日本財団＞社会貢献支援財団

2019/06/01 



日下公人先生に出会う前の私

専門家に懐疑 大暴落・バブル崩壊を予期できない

教科書に懐疑 新しい時代に対応していない

メディアに懐疑 近視眼的でヴィジョンがない

2019/06/01 



日下公人先生の言葉 1

豊かさには
５つある お金

時間 友人

仕事 信仰

2019/06/01 



日下公人先生の言葉 ２

欧米崇拝の
帰国組が日本
を悪くした ポケモンを

見よ

21世紀に世界は
日本化する

2019/06/01 



日下公人先生の言葉 ３

あやしい物に
ソフト化賞を 新しい物は

いつもあやしい

常識を疑うことから
始めよう 心の自由を

取り戻そう

2019/06/01 



日下公人先生の言葉 ４

日本人は普通の人
のレベルは高い 学校教育で

目にウロコがついた

全国一区制
100人減らす ２発までは

落とす権利がある

2019/06/01 



Q27

現状に満足しないで
生きたい

A27

「量的な拡大」に
満足せず
「質的な変化」を
追いかける

2019/06/01 



わが師林雄二郎先生に質問を
これから何をしたいですか？（当時92歳）

いろいろありすぎて

…言えないよ

（静脈経済の普及）

長生きの秘訣は道楽

道楽とは何か？

人に訊いてはダメ

訊いた後輩は早死に

2019/06/01 



私の道楽：墨田区が日本で最初に訪ねたい街になる

もともとあった墨田区の魅力
（地元民の一部しか知らない）

国
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亭
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文
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伝
統
工
芸

地
場
産
業

銘
品
名
店

商
店
街

義
理
人
情

密
集
都
市

路
地
裏

江戸
東京

博物館

新日本
フィル

ホール

東京
スカイ
ツリー

駅前
大規模
再開発

路地裏

小さな
カフェ

多国籍
食堂
雑貨店

フウガ
ドール
すみだ

すみだ
ジャズ
フェス

すみだ
モダン
まち処

新しい墨田区の磁力
区外の人を呼び寄せ惹き付けつつある

イーストトーキョーは なんだか素敵！訪ねたい！住みたい！

２０２０年東京オリンピック開催
訪日外国人 4,000万人目標

世界の北斎で街おこし
すみだ北斎美術館

ミズベリング＝水辺活用
隅田川（荒川・内河川）

→市民・民間主導で、墨田区を日本で最後に住みたい街に

Ｄ
Ｍ
Ｏ



観光地域づくりで
盛り上がるには

75

「勝手に観光協会」的
リーダー・パートナーを
増やすのが王道



勝手に観光協会とは
おせっかいな地元通ナンバー１

ある地域を熱愛する人が （ヨソモノの場合も多い）

誰に頼まれることなく 報酬をもらうことなく

わが地域を愛してくれそうな人たちのために

自分が好きな場所で、好きなモノ・コト・ヒトを

自分自身で好きなように案内する変人のこと

76久米信行
facebook.com/nobukume



みなさんの「勝手に観光協会度」チェック

市販のガイド本で、どんな紹介をされているか知ってますか？
観光協会等のガイド本で 〃 〃 ？
観光協会等のホームページを見たことがありますか？
インターネットで、地元について検索したことがありますか？
食べログなどで、紹介されている店を知っていますか？
地元名物のブログやソーシャルメディアを愛読していますか？
地元の名所は、すべて行ったことがありますか？
地元で生産している銘品と、生産・販売者を知っていますか？
地元の美味しい店は、すべて味わったことがありますか？
なるべく地元の製品を、地元で買うようにしていますか？
地元の製品を愛用して、身につけて、人に語りますか？
お土産ものやお使いものには、地元の銘品を贈りますか？
ガイドには出ていない、とっておきのスポットがありますか？
お客様に、とっておきのスポットを積極的にガイドしますか？
地元のイベントや地域活動に積極的に参加していますか？
地元の素晴らしい点を、ネットで積極的に発信していますか？

77久米信行
facebook.com/nobukume



78

地元通レッスン１ 近隣マップ作成
お客さまに配って喜ばれるご近所のおすすめ

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155843197354648

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155843197354648


79

自転車通勤や自転車さんぽで地元を探検



80



スミファ自転車ツアー＞路地裏の町工場＆名店めぐり

81
nuuiee（小倉メリヤス製造所）

岩 澤 硝 子

すみだ北斎美術館

浜野製作所



82

地元通レッスン２ SNSでシェア
ご近所の魅力を味わって積極的に発信する

久米信行
facebook.com/nobukume



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155757866584648

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155757866584648


84https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155758722959648

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155758722959648


私が勝手に見つけて発信した十勝の魅力

https://www.facebook.com/nobukume/posts/10154963383649648:1

https://www.facebook.com/nobukume/posts/10154963383649648:1


私が勝手に見つけて発信した十勝の魅力

https://www.facebook.com/nobukume/posts/10154963383649648:7

https://www.facebook.com/nobukume/posts/10154963383649648:7


私が勝手に見つけて発信した十勝の魅力

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156572968369648

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156572968369648


私が勝手に見つけて発信した十勝の魅力

https://www.facebook.com/nobukume/posts/10156573688759648

https://www.facebook.com/nobukume/posts/10156573688759648


89

インスタ格差が経済格差につながる時代に?！



90

勝手に観光協会的グルメ情報
食べログのクチコミ



91

勝手に観光協会的スポット情報
トリップアドバイザーのクチコミ



脳のパラボラ力

×
心のズーム力

=
自己ブランド力
（≒町おこし力≒幸福力）

アルマ望遠鏡のパラボラ力

ハッブル望遠鏡のズーム力



地元通レッスン３ お客様をガイド
特別なお客様を１日勝手に観光ガイドしてみる

93
久米信行

facebook.com/nobukume
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95

地元通になる わたしの技術10
旅の探検力を 地元でも活用する

よそ者・旅人感覚で地元をプチ旅探検する
なるべく徒歩か自転車で移動して路地裏に入る
ぐるっとパス等利用して地元ミュージアム通になる
銘品名店や商店街の老舗は必ずチェックする
食べログの高得点店と行きつけの店を比べる
地域ブランドを直営店やアンテナショップで買う
ものづくり等の体験ワークショップに参加する
地域の祭りやイベントに参加して味わう
積極的に地域の魅力をタグ付けしてＳＮＳ発信
地元キーパーソンとSNSでもリアルでも友達に

久米信行
facebook.com/nobukume



私自身が
発信しなければ
地域も社会も
変わらない

久米信行
facebook.com/nobukume
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十勝をイチバン
愛する発信者兼
ネットワーカーを
目指そう

97



十勝の観光キーパーソンが
今日から「すぐやる」こと

１日１つは十勝の新しい魅力を自分で探す

それをオモシロイ・カワイイ・オイシソウな写真に

１日１本Instagram→twitter＆Facebookで発信

名刺交換した全員にSNSで友達申請をする

上司.同僚はもちろん観光仲間全員をSNSに勧誘

↓

１年後 365記事＋365人友達＋36人勧誘

98



楽しみながら
「地方創生×自己実現」
いたしましょう

facebook nobukume

99

スマホで勝手に観光協会は
大人のホビー！



＜連 載＞
日経カレッジカフェ

＜書 籍＞
「メール道」 「ブログ道」
(NTT出版)

「すぐやる技術」「やり抜く技術」

「認められる技術」

「３３のエール」
（日本実業出版社）

「ビジネスメール道」
（中継文庫）

「コミュ力の鍛え方」
（宝島社）

「仕事と人生が同時に

上手くいく人の習慣」
（青春出版社）

「入社３年目までの仕事術」
(PHP研究所)

「ピンで生きなさい」
（ポプラ新書）

「すぐやる人の出会う技術」
（かんき出版）

ご清聴ありがとうございました
日本でこそ作りえるものを世界に。未来の子供たちに。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
久 米 信 行 nobu.kume@nifty.com Profile>>http://bit.ly/kE1W3y

facebook＋Instagram＋Youtube＋twitter＞nobukume
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□□■□□■ 久米繊維工業(株) 取締役相談役 http://t-galaxy.com

http://kume.jp/
■□□□□□■ 創業1935年 日本最初の国産Ｔシャツメーカー
■■□□□■■ ISO14001/グリーン電力証書/オーガニックコットン
■■□□□■■ [色丸首] [楽] [北斎] [蔵印] [老舗屋号] [3.11復興支援]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
〒130-0012 東京都墨田区太平3-9-6 T:03-3625-4188 F:03-3625-2695
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
著書一覧 【amazon 著者ページ 】 http://amzn.to/ohUO9Z
連載コラム【日経パソコン [焦点] 】 http://goo.gl/7XzLm

【日経カレッジカフェ】 https://goo.gl/X1CGOC
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
社長ブログ【経営者会報＠社長日記】http://kume.keikai.topblog.jp/
公益ブログ【明大商学部起業論講師】http://blog.canpan.info/meiji_venture/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
明治大学ベンチャービジネス論 講師 熱中小学校東京分校 用務員
特)CANPANセンター 理事 社会貢献支援財団 評議員・選考委員
東京商工会議所 起業・創業支援委員 墨田支部 副会長
一社)墨田区観光協会 観光地域づくりプラットフォーム推進機構 理事
公財）新日本フィルハーモニー交響楽団 墨田区文化振興財団 評議員
北斎コミュニティデザイン実行委員長 本所消防懇話会 会長
公財）NBS日本舞台芸術振興会 公財）日本ゲートボール連合 評議員
一社）飲食店日本酒提供者協会 監事

久米信行 nobu.kume@nifty.com www.facebook.com/nobukume
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