（2018 年）平成 30 年 9 月 4 日 No 8 2018～2019 年度（第 3258 回会報）
会員数 104 名 出席者数 64 名 出席率 68.1％

ビジター紹介（親睦活動委員会

鈴木裕介様

伊原修副委員長）

橋本佐和子様（JR 東日本宇都宮駅）シンディ様（青少年交換留学生）

岡﨑善胤会長

例会のご出席を有り難うございます。台風が四国に上陸している時間帯かと思います。例会終了後、お
帰りになります時は、十分気をつけてお帰り下さい。2019 年 6 月 1 日から 5 日迄ドイツのハンブルグで
国際大会が開催されます。参加ご希望の方は、12 月 15 日迄に登録すれば早期割引が摘要されます。宜
しくお願い致します。
誕生祝（親睦活動委員会

明賀一博委員長）

齋藤一郎会員 三柴富男会員 村木優実子会員 峰村博明会員 関雅樹会員 伊原修会員 青木栄久会員
金山典生会員 田中康明会員 播摩聡会員 辻博明会員 増渕好次郞会員
結婚祝（親睦活動委員会

明賀一博委員長）

﨑尾肇会員（24 年）山本サンタ会員（20 年）小宮正夫会員（33 年）
奥様誕生祝（親睦活動委員会

明賀一博委員長）

金山千亜紀様 峰村恵子様 飯村明子様 阿部緑様 藤澤和子様 佐山由美様 佐々木今日子様
新入会員紹介

藤井昌一会員

本日入会されます谷田部幸男様をご紹介致します。谷田部様は、(株)関電工福村支社長の後任の方です。
(株)関電工 北関東・北信越営業本部副本部長兼栃木支社長さんでいらっしゃいます。推薦者は阿部会員
と私です。お生まれは東京、お住まいは大宮です。ご趣味は、ギターです。お酒は大好きという事です。
ゴルフの方は、皆様から愛されるゴルファーという事です。
谷田部幸男様

(株)関電工 北関東・北信越営業本部副本部長兼栃木支社長
ご家族：奥様

お子様

推薦者：阿部欣文会員 藤井昌一会員
所

属：雑誌・広報委員会

幹事報告（熊本勇治幹事）

本日の理事会の承認事項です。会員数 105 名、名誉会員 2 名です。入会申請者 1 名です。協議事項と
しまして、親睦活動委員会の親睦ゴルフ及び親睦食事会についてです。現在 28 名の参加です。来年 5 月

6 日に開催されます「市内 10 ロータリークラブ親睦ゴルフ大会」実行委員会設立を協議致しました。実
行委員会委員長は、関口快流会員にお願い致します。次は、社会奉仕委員会です。今年の宇都宮さんまフ
ェスタでは、さんま焼きの他に生ビール・フカヒレスープ・牛串を考えております。全て、チャリティー
で考えております。国際奉仕委員会におきまして、10 月 26 日 3350 地区パトムワンロータリークラブの
方が来訪されます。地区のウェルカムパーティーへの参加依頼が届いております。又 10 月 29 日当クラ
ブ主催の歓迎パーティーを予定しております。そして翌日 30 日の例会にお越し頂き、卓話もお願いして
おります。9 月 25 日東武ホテルグランデにおきまして、第３グループ A・B 会長・幹事会が当クラブ
担当で開催されます。今月のロータリーレートは、112 円です。今年度の地区青少年交換学生台湾からの
シンディさんが、本日例会にお見えになっております。16 歳、趣味は芸術だそうです。ホストファミリ
ーを 9 月から 11 月迄私熊本が、又 12 月から 2 月は岡﨑会長にお願いをしております。3 月からのホス
トファミリーが決まっておりませんので、皆様のご協力をお願いしたいと思います。
シンディさん

こんにちは。はじめまして。私は、シンディです。日本の名前は、はる
みです。台湾の台中から来ました。16 歳です。どうぞ、宜しくお願い致
します。

親睦活動委員会（明賀一博委員長）

9 月 17 日の親睦ゴルフ及び食事会ですが、本日迄受け付けておりますので事務局までご連絡を頂けれ
ばと思います。
職業分類・会員増強委員会報告（阿部欣文委員長）

先月 8 月は、会員増強月間でした。今日例会後、会員増強委員会を行います。その時に、新しい方をご
紹介できる方がいらっしゃいましたら、私共へ声を掛けて頂けましたらと思います。
ニコニコボックス委員会（菊地正敏委員長）

誕 生 祝：青木栄久会員 辻博明会員 村木優実子会員 峰村博明会員 三柴富男会員 伊原修会員
結 婚 祝：﨑尾肇会員 小宮正夫会員
快 出 席 祝：﨑尾肇会員 田嶋久登志会員
奥様誕生祝：阿部欣文会員 藤澤智会員 峰村博明会員
プログラム紹介（プログラム委員会

辻博明副委員長）

本日は、会員卓話です。JR 東日本旅客鉄道(株)宇都宮駅長の小宮正夫会員です。小宮会員は、JR 東日
本大宮支社総務課長さんでした。平成 27 年 8 月に宇都宮駅長にご就任され、当クラブにご入会頂きまし
た。本日の演題は「本物の出会い 栃木」ディスティネーションキャンペーンについて、という事で卓話
を頂きます。どうぞ、宜しくお願い致します。
卓話「本物の出会い 栃木」ディスティネーションキャンペーンについて
JR 東日本旅客鉄道(株) 宇都宮駅長

小宮正夫会員

只今ご紹介を頂きました小宮です。先週までリレー卓話を拝聴致しました。素晴らしい卓話を聞かせ
て頂きました。私がそこ迄出来るか分りませんが、本日卓話をさせて頂きます。実は、この 10 月で当ク

ラブ 3 年目を迎えます。宇都宮駅長としては 8 月 1 日で 3 年目をむかえ、今 3 年と 2 ヶ月です。国鉄時
代には 10 年位駅長を務める人もいましたが、JR になってから最長 3 年 1 ヶ月
でしたので、今記録を更新しております。早く代われとおっしゃる方がいると
思いますが、しばらくお付き合いをお願い致します。今回の卓話で 2 回目にな
ります。これからパワーポイントを使用して、お話をさせて頂きます。右下のキ
ャラクターは、宇都宮駅の「みやゴロ」です。今回のディスティネーションキャ
ンペーンに合わせて社員からデザイン・名前全てを募集しました。厳正な審査
の結果、これに決定しました。今後も駅のキャラクターとして、活躍させる予定
です。ディスティネーション（DC）とは、地域を選定して宣伝をし、お客様に
来て頂くキャンペーンです。これが JR 発足以降、JR6 社が協同で取組み継続しようとしているキャンペ
ーン、国内最大規模の観光キャンペーンかと思います。DC キャンペーンは、春・夏・秋・冬と年 4 回実
施致します。栃木県の DC キャンペーンは、実に 19 年ぶりです。色々な自治体がキャンペーンを希望し、
争奪戦があります。当社が地域を決定した後、6 社間で取り合う狭き門です。今回、栃木県は 19 年ぶり
となりました。昨年暮れキャンペーン、今年は本番の DC キャンペーン、来年がアフターという事で行
ってゆきます。DC の取組みは、観光所在・ルートを整備する、継続的に取り組む仕組を作る、宣伝料を
増大する。JR6 社が同じように宣伝をして、皆さんにご紹介をするという事です。地域活力の機会にす
るという事です。昨年実施したプレ DC で栃木に来られるお客様が増えました。お客様を減らさず今年
の 4 月から 6 月迄の期間は、昨年より増えています。そして、来年のアフターでも増やしてゆくつもり
です。DC の宣伝の取組みをご紹介致します。これは、6 社協同のポスターです。日光東照宮・足利フラ
ワーパーク・那須町・宇都宮大谷資料館の 4 枚です。それぞれ 1300 枚ずつ製作し、北海道から九州の主
な駅に展示しています。こちらは、車内用のポスターです。これ以外にも 12 種類あり 15 万枚以上を皆
様方にお出ししております。又宇都宮のカクテルポスターも全国の列車内に掲示しております。新幹線
をご利用頂きますと、背もたれの所に「トランヴェール」という当社の 50 ページ程の雑誌を入れており
ます。4 月号では、30 ページが栃木 DC の特集になっておりました。U 字工事さんに各地の見所を紹介
して頂きました。閲覧可能者数は、月 875 万人です。栃木の魅力をご理解頂けるのではと思っています。
吉永小百合さんに「大人の休日倶楽部」のコマーシャルに出演して頂きました。その時のポスターです。
これは日光英国大使館別荘のポスターですが、もの凄い反響がありました。
-次に CM をご覧下さいどちらも 2 週間の放映でした。「もっと続ければよいのに」とお声を頂きましたが、2 週間という事務所
との契約がありました。ですが、その結果大田原の雲巌寺へはゴールデンウィーク中、6 万人と云うお客
様がお見えになったそうです。通常渋滞など無いのに、この時は渋滞が続き、又寺の駐車場が小さいの
で、市が地元の小学校の校庭を臨時駐車場に開放し、ピストン輸送したと云う報道がありました。5 月 9
日フジテレビで雲巌寺を取上げて頂きました。右上、吉永さんが撮った写真です。撮影場所に必ず行かれ
る「追っかけ」のお客様、又この様な撮影で観光地を知り「行って見よう」と、その地へ行き歴史文化を
知って頂きました。こちらは、日光英国大使館別荘の CM ですが、林修さん出演のテレビ番組で取上げ
て頂き、これも大変な反響がありました。こちらは神木隆之介さんの宇都宮餃子館さんでの CM です。
彼が何処で餃子を食べたか？又その餃子屋さんで座ったテーブルの奪い合いで、相当な方に宇都宮にお
越し頂いたという CM です。これは夜間列車の運行終了後、エキストラの方に出て頂き宇都宮駅で撮影
をしました。構内のお店の方にもご協力を頂き、通常運営の様に CM を撮りました。次は当社で作った
ものです。先ず「いろは」という車両を作りました。これは新造ではなく、改造です。埼京線を走ってい
た車両を改造しました。4 両編成で、片側 2 席ずつのボックスシートです。又日光へ行く車両は、欧米系
のお客様が多いので、片側 2 名・片側 1 名とシートを広くし、日光をイメージした車両を作らせて頂き

ました。又新幹線の停車駅、那須塩原・宇都宮・小山を改造しました。費用は那須塩原が一番多く、改札
機械を全部移動し、お客様スペース・待合室も広くしました。宇都宮駅では、改札口の隣に宇都宮市観光
案内所を移動させて頂き、イベントスペ－スを広くしました。これが「みやゴロ」君で 3 月 8 日にデビ
ューし、この服装は夏の半袖の制服を着ています。もう一つ駅長の白い制服を着ているバージョンもあ
ります。正式な所に出かける時は、白い制服を着てゆくというコンセプトです。これは 3 月 22 日上野駅
で開催した「とちぎ産直市」オープニングセレモニーです。県知事・市長・各組長さんにお越し頂き、実
施させて頂きました。臨時列車は色々なものがありますが、浦和市から出発の栃木号（旧客車）とても人
気があります。出発式で挨拶をしているのが、浦和駅長です。これは宇都宮市で撮影されました映画「キ
スできる餃子」の「キスできる餃子号」という事で、上野駅から宇都宮駅まで臨時列車を走らせ、映画で
主演を演じた足立梨花さんに車掌役をして頂き、宇都宮駅では 1 日駅長も努めて頂きました。こちらは、
小山駅から足利駅まで県内では初めての SL を運行させて頂きました。小山駅での出発式には福田知事
にご出席頂きました。大勢のお客様にお越し頂き、大成功でした。
「とちぎまんぷく列車」を新宿と黒磯
間で運行しました。非常に好評で、即完売でした。矢板市長にも乗って頂き、PR をして頂きました。こ
れは「クルーズトレイン」で、6 月 30 日には最後のグルーズという事で、大宮から那須塩原まで運行し
出発式は大宮駅長が努めました。地域の皆さんとの連携としまして、栃木県の産物を各駅で販売する産
直市を上野・仙台・大宮・秋葉原・品川・池袋・新宿駅で行っております。今回のキャンペーンにあたり、
色んなものを出品して頂きました。
「御用邸の月」や「完熟とちおとめ」です。完熟とちおとめ 4 個入り
600 円これが非常に好評でした。期間限定の販売でしたが、設備投資をして通年商品として販売予定で
す。メイプルチョコレートも DC 限定でしたが、通年商品として販売されています。お弁当の販売、
「岩
下の新生姜とりめし」がメディアで紹介され、大好評だそうです。
「大人休日弁当」2000 円と高いのです
が、相当数販売されています。益子焼の箸セットは、一時欠品が出るほどの好評でした。当社の商品売上
げでは、前年度比 昨年は 122％でした。今年は昨年度を 100 とした場合 120％という事で、一昨年と
比べると 150％近い伸び率です。こちらは駅の利用客数実績ですが、昨年度比 103％前々年度比ですと
106％です。市より、凄いと言われております。この様な数値を一過性にせず、継続出来るよう努めるこ
とが我々の仕事です。皆様のご協力を頂き、栃木県宇都宮市を PR する事を、これからも宜しくお願い致
します。新幹線で東京から又湘南ラインで宇都宮へ来たけれど、その先の交通がお客様にとっては問題
です。日光駅まで来たけれど、その先は？その様なニーズに応えてゆくのも、我々の仕事です。今回この
DC キャンペーン実行委員会としては、栃木県観光旅行に 2500 万人・宿泊数 220 万人を目標としており
ます。今アフターDC に追い風が吹いております。宇都宮市の「大谷石文化」が日本遺産に認定されまし
た。
「那須野が原の開拓の歴史」が日本遺産に認定されました。又栃木県には皇室の皆様がお見えになる
環境があります。アフターDC の後は、東京オリンピック・LRT 開通・栃木国体等ありますので、栃木を
発信してゆかなくてはと思っております。沿線から手を振るだけでも感動を与えられると、この様な写
真も作っております。是非とも皆様のご協力も宜しくお願い致します。有り難うございました。
【9 月卓話予定】
9月

4 日「本物の出会い 栃木」ディスティネーションキャンペーンについて
小宮正夫会員

東日本旅客鉄道(株) 宇都宮駅 駅長

9 月 11 日「私の健康と生活について」
矢嶋昭司会員

マストー商事(株) オリックスレンタカー栃木(株) 取締役会長

9 月 18 日「大学 30 周年 短大 50 周年を迎えて
～地域に貢献する「生涯活躍」の人創りをめざして～ 」
渡邊弘会員

学校法人船田教育会 作新学院大学・作新学院大学女子短期大学部 学長

9 月 25 日「宇都宮が世界へ挑戦」
廣瀬佳正様

サイクルスポーツマネージメント(株) 取締役

＝今日の食事
松花堂弁当

会報担当：菅谷 隆臣 会員
画像担当：篠崎 昌平 会員

味噌汁

