（2019 年）平成 31 年 3 月 5 日 No 31 2018～2019 年度（第 3280 回会報）
会員数 103 名 出席者数 69 名 出席率 71.9％
ビジター紹介（親睦活動委員会

伊原修副委員長）

齋藤昇吾様（宇都宮さつきロータリークラブ）
富澤貴幸様 黒澤俊貴様 吉河祐勝様（文星芸術大学附属高等学校）
津田妃葉様（宇都宮女子高等学校）
タマン ラズ・クマリ様（米山奨学生）
会長挨拶（岡﨑善胤会長）

皆様、例会にお集まり頂き有り難うございます。先日皆様にご協力頂きました「会員満足度アンケー
ト」ですが、川嶋ガバナーエレクトが集計されている内容です。2 月末迄の集計でしたので、当クラブで
は、2 月 27 日集計を報告致しました。本日も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）

矢嶋昭司会員 小宮正夫会員 北村光弘会員 小林辰興会員 増田和浩会員
篠崎昌平会員 佐々木英典会員
結婚祝（親睦活動委員会 明賀一博委員長）

針谷隆之会員（36 年）田中康明会員（15 年）宮本隆昌会員（43 年）岡﨑善胤会長（5 年）
町田卓大会員（33 年）佐々木宏幸会員(36 年)
奥様誕生祝（親睦活動委員会

明賀一博委員長）

﨑尾園子様 伊原結花様 田中里香様 片山雅子様 岡﨑宏美様 田嶋昌子様 渡邉明美様
幹事報告（熊本勇治幹事）

第 9 回理事会の報告です。3 月 1 日現在会員数 103 名（他名誉会員 2 名）です。親睦活動委員会より、
4 月 6 日親睦ゴルフ会の予定です。青少年奉仕委員会より、インターアクト台湾研修にインターアクター
7 名と顧問の先生 2 名計 9 名の参加となっております。当クラブより、幹事の私と永井委員長の 2 名が
参加させて頂きます。補助金 40 万円の支出を決定させて頂きました。社会奉仕委員会より、サンマの義
援金を宇都宮法人会と当クラブ社会奉仕委員会で折半させて頂きます。3 月のロータリーレートは、110
円です。親睦活動委員会より、茨城方面へのあんこう鍋ツアー14 名の参加でしたが楽しかったとのこと
です。国際奉仕委員会では、消防自動車の話がありました。青少年奉仕委員会では、高校生ライラが 6 月
に開催されます。4 月の理事会より、次年度の理事の方も参加されます。以上です。
関口快太郎会員 ご挨拶

先日父の葬儀の際、皆様におこし頂きまして有り難うございました。又宇都宮ロータリークラブに長
く御世話になりました。生前、皆様に沢山の思い出を作って頂き、家族を代表しまして心より御礼を申し

上げます。父は、出席させて頂く例会を本当に楽しみにしておりました。クラブの会長をさせて頂いた時
には、皆様に支えて頂いたと申しておりました。先輩の皆様にはご指導頂いたと、常日頃から申しており
ました。私も会員になって、5 年経ちますが参加させて頂き良かったと思っております。皆様とこのよう
にお付き合いが出来るのは、父のお陰かと今父に感謝をしています。この場をおかりしまして、御礼を申
し上げます。
親睦活動委員会（明賀一博委員長）

4 月 6 日お花見ゴルフを開催致します。時間は 9 時頃から開始、6 組程度の予約を取っております。是
非ご参加の程、宜しくお願い致します。又夜懇親会を予定しておりますので、夜だけのご参加も大歓迎で
す。
米山記念奨学委員会報告（草野英二委員長）

タマン ラズ・クマリさんが、1 年間の奨学生を終えまして卒業と言いますか、お別れです。2 月 24 日
（日）ニューイタヤホテルで米山記念奨学生の終了式がありました。修了書を頂きましたので、皆さんに
ご披露したいと思います。私もカウンセラーとしての感謝状を頂きました。クマリさんから、文星芸術大
学附属高等学校と宇都宮女子高等学校のインターアクトの皆さんに感謝状を渡したいという事です。
タマン ラズ・クマリさん

これは、昨年 7 月 8 日市内の大通りで、皆さんと募金活動をした時の金
額をネパールの学校に支援出来た事に感謝して、私が作成した感謝状です。
今後とも、よろしくお願い致します。

私の奨学金の最後の例会日として参加しました。一年間大変お世話になり
ました。宇都宮ロータリークラブの皆様のお陰で、日本での留学生活で自
分の夢が近づいてきました。大変お世話になりました。
草野英二委員長

会長をはじめ、ロータリーの皆様には 1 年間クマリさんのご支援を預かり
まして有り難うございました。
----- ニコニコボックス委員会の報告は、次回にさせて頂きます。----プログラム紹介（プログラム委員長 岸本卓也委員長）

皆さん、こんにちは。本日の卓話は、当クラブ会員 東京ガス㈱宇都宮支社支社長の吉田範行様にお願
いを致します。演題は「広告で振り返るガス市場開発の歴史」です。吉田さんは、東京生まれです。1993
年東京ガス㈱に入社されました。昨年の 4 月から宇都宮支社支社長を務められています。宜しくお願い
致します。
卓話「広告で振り返るガス市場開発の歴史」
東京ガス㈱ 宇都宮支社 支社長 吉田範行会員

皆さん、こんにちは。ご紹介頂いた東京ガス㈱宇都宮支社の吉田です。昨年の 8 月、リレー卓話で 10
分ほど自己紹介を兼ねてお話をさせて頂きました。こちらに立たせて頂きますのは、半年ぶりです。

先ず、トピックとして 2 つほどお話をさせて頂きます。1 つは、JR 宇都宮駅の北西にガスタンク（正式
には、ガスホルダーと言います。
）があったのですが、昨年末から年明けに
かけまして解体撤去させて頂きました。この解体は、このような形で工事を
しました。特に足場が不要で、上からリンゴの皮をむく様に切ります。鉄板
が非常に厚いので、左下の様にリンゴというより玉ねぎの皮みたいに見えま
すが、このような形で解体が終わりました。今はきれいな更地になっていま
す。もう 1 点は、次の半世紀へというトピックです。都市ガスの原料の歴史
を振り返ると、石炭から石油、石油から液化天然ガスへと、時代の環境変化に応じて先取りする形で、こ
のような原料の変遷を得ています。
石油から LNG
（液化天然ガス）
に切りかえる意思決定をしたのが 1960
年です。この時、海外のガス田で採掘した気体のガスを現地でマイナス 162 度に冷やすことで 600 分の
１の体積になります。その上に魔法瓶の様な LNG タンカーを作って、海外からそのタンカーで海上輸送
します。それを受け入れた基地で又気体に戻します。そういった大きなインフラ形成を伴う意思決定を
1960 年にしております。又ガス 1 立方メートルあたりのガスの熱量・エネルギーの量が大きく倍以上に
なることで、ご家庭・工場やビル・色んな所で都市ガスを使っているガスの機器を一つ一つ調整しないこ
とには、うまく燃えません。それで 17 年かけて 500 万件以上のお客様への巡回戦術です。こういった調
整作業をしたうえで、LNG の投入が実現したという事です。LNG の第 1 号のタンカーが横浜の根岸基
地に着岸したのが 1969 年 11 月 4 日です。今年の 11 月 4 日は、日本が LNG を導入して 50 年を迎えま
す。東京ガスの節目の年に当たり、いろいろなプロモーションをしてゆこうと又次の半世紀に向け頑張
っていこうという事です。今日の演題は「広告で振り返るガス市場開発の歴史」です。岸本委員長から「3
月に何か話せ！」という話を頂きました。条件があり、今月は「水と衛生月間なので、それに合うお話が」
という事でした。お風呂とか給湯とかガスの利用方法等がどのように変わってきたのか、それをガス事
業者としてどのように市場開拓をしてきたのかをご紹介できればと、このタイトルを付けさせて頂きま
した。これは明治 8 年横浜の郵便局が開業した時の錦絵です。この花柄は、ガスで燃えているものです。
炎色反応と言って、炎の中に金属を入れると色んな色に燃える、そういった化学反応でオープンセレモ
ニーを華やかに飾ったとのことです。今で言うネオンサインのようなものでしょうか。そのようにして
都市ガスを使って頂いたという事です。都市ガス事業はガス灯から始まっています。言い換えれば照明
分野から出発をしたという事です。やがてガス灯は電灯に役割を移していきます。ガス会社は考えまし
た。このままではガスの需要がなくなってしまうと。今年東京ガスは創業 134 年目になります。光とし
ての利用から始まり、熱としての利用、そしてここ 20 年から 30 年は熱と電気。エネルギー業界には石
油・電力・ガス等がありますが、そのエネルギーをどう使うか。都市ガスの社員としては？例えば石油会
社の方々はガソリンを使う自動車産業、電力会社さんからすると電気を使う家電メーカーさんの様なグ
ローバルな巨大な産業があります。それに比べると都市ガスの機器メーカーさんは少し規模が小さいと
ころがありまして、一緒になって商品開発をしたり、市場のマーケティングをしたり開拓をしてきた歴
史があります。未だにガス会社の中には需要開発・需要開拓という言葉がありまして、そういった名前等
がついた部署が未だにあります。そういったところが都市ガス事業の歴史です。照明の役割をほぼ終え
て、その後熱としてのガス利用が始まります。明治 30 年代、この様なガス炊飯釜という商品開発がされ
ました。これは明治 35 年の新聞広告です。ガスを用いた炊飯釜の考案と実用化に全力をあげたことで、
この年に専売特許権を得ました。料理店や旅館だけでなく一般家庭でもガスコンロが使われ始めた年で
す。これは当時のガスレンジ、コンロとグリルが一体化されたものです。これは大隈重信邸の台所です。
この台所が出来る前に大隈邸は火事になり、建替えた後の最新の厨房設備が入った台所です。もの凄い
人数の来客があったとのこと、ホテルの厨房のような作りだったそうです。このガスレンジや炊飯釜が
大隈邸に導入され、これが雑誌に取り上げられ一般家庭にも少しずつ都市ガスの厨房機器が広まったと

聞いております。これから昭和の時代にはいります。昭和 24 年、ガス使用の制限がようやく解除された
年です。ガスの施設申込の受付で人手不足や資材不足等がありまして、お客様を待たせていた状況でし
た。左のイメージは、当時都市ガスで冷蔵庫を冷やす、こういったものを販売しました。昭和 31 年、ポ
スターの紙や撮影機材も不足し、カラー印刷の質も未だ未だという時代、モノクロ写真に人工着色した
ポスターも多かった時代です。昭和 32 年、芸能人の絵が出るようになりました。南極に昭和基地が出来
た年です。電気の自動炊飯器がヒットしている中でガスの自動炊飯器が始まった年です。昭和 33 年東京
タワーの完成、当クラブの岡﨑会長の誕生の年を名簿で確認しました。お湯のある暮し又ガスドライヤ
ー（乾燥機）も登場した頃です。昭和 37 年、テレビの一千万台突破の年です。既存のガス管を使用して
多くのお客様にガスを届ける必要性から、熱量の変更をしております。石炭から石油に切り替えた時代
です。当時１立方あたりのガス発熱量 3600 キロカロリーを 5000 キロカロリーに高め、ガス管を太くす
る工事も必要なく多くの熱量の供給が出来ますという広告です。昭和 41 年、日本の人口が 1 億人を突破
した年です。東京ガスのサービス店の看板を統一化しました。ガスに関する相談を何でも受け付ける体
制を整備したことを広告でお客様に周知した年です。昭和 43 年、川端康成さんがノーベル文学賞を受賞
した年です。
「沢山ガスを使って下さい」とシャワーの広告をした年です。昭和 45 年、大阪万博が開催
された年です。ガスのセントラルヒーティング、都市ガスに燃料を切り替えることで、畳 2 畳分ぐらい
必要だったボイラー室のスペースがいらなくなりますと都市ガスへの切り替え営業を始めた年です。昭
和 49 年、長嶋茂雄さんが引退した年です。ガス暖房機の PR で「お年寄りから子供さんまでやさしい暖
房機」と PR した広告です。昭和 54 年、第 2 次のオイルショックの時代です。当時、東京ガスは中東に
燃料をほとんど依存していなく、様々な国から調達していたので供給の安定性を PR しました。昭和 55
年、山口百恵さんが引退した年です。シャワーを新聞広告で PR しました。
「朝シャン」という言葉をお
聞きになったことがあると思います。昭和 60 年、つくば万博が開かれた年です。CI（Corporate Identity）
、
各社が企業マークを新しくしていった年です。当社も、この年に 100 周年を迎えたということもありま
して、ロゴを一新した年です。昭和 63 年、消費税 3％が導入された年です。東京ドームが完成しました。
「毎月 26 日はお風呂の日」の広告です。給湯器の PR もしております。ガス冷暖房の PR もしました。
平成 3 年、ジュリアナ東京がオープンした年です。新築のビルで、ガス冷暖房の需要が増加の時代です。
平成 6 年、関西空港が開港した年です。
「我が家で生活を楽しむ時代」といわれ、ガスの温水式床暖房の
標準化に向けた営業に力を入れ始めた年です。平成 9 年、サッカーのワールドカップに初出場決定、山
一証券さんが破綻した年です。工場・病院・商業施設等多くのお客様にガスの導入が拡大した年です。平
成 12 年、シドニーオリンピックの年です。ガスのファンヒーターの新しいキャラクターにこの二人を起
用しました。平成 14 年、日韓共催のサッカーワールドカップ開催の年です。
「ピピッとコンロ」という
商品名でガスコンロの広告を出した年です。
平成 16 年、
山の手線のラッピング広告で PR をしています。
平成 17 年、愛・地球博が開幕した年です。家庭用燃料電池エネファームという商品名を付けて、市場へ
導入開始された年です。平成 19 年、六本木のミッドタウンが開業した年です。東京ガスの「ガスパッチ
ョ」というキャッチコピーと斬新な CM「ガスでパッと明るくチョっといい未来」でした。今販売をして
いる電気も元をたどれば、その多くは天然ガス、都市ガスで発電した電気も沢山あります。東京ガス、社
名とやっている事が大分変わって来ていますが、今はテレビで PR をしている電気に力を入れていると
ころです。4 月 10 日迄 15％OFF キャンペーンをしていますので、是非ご検討を頂き皆様の職場にお邪
魔させて頂ければと思います。御清聴有り難うございました。
【3 月卓話】
3 月 5 日（火）
「広告で振り返るガス市場開発の歴史」
吉田範行会員

東京ガス(株) 宇都宮支社 支社長

3 月 12 日（火）
「とちぎテレビ開局 20 周年に思う」
黒内和男様

とちぎテレビ代表取締役社長

3 月 19 日（火）未定
福島範治様

栃木県ゴルフ場協議会副会長

3 月 26 日（火）例会休会
＝当日の食事＝
中国料理弁当
海老の卵白ソース炒め 牛肉のオイスターソース炒め 鶏の唐揚げ
春巻 餃子 ザーサイ
ごはん スープ
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