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２０１９年１１月７日号

前回例会報告
第２４１５回例会

２０１９年１０月２４日（木） １２：３０～

【例会プログラム】

ロータリーソング ｢R-O-T-A-R-Y｣

来客紹介 親睦委員会

バナー交換

会長時間 会長  粟屋充博

幹事報告 幹事  島本章生

委員会報告

ニコニコ箱の時間

卓話時間

『カープのマーケティング戦略』

㈱広島東洋カープ

代表取締役常務  松田 一宏 氏

メークアップにお越し頂い

た岡崎東ＲＣの黒井様、

清水様、西脇様とのﾊﾞﾅ

ｰ交換とｸﾗﾌﾞより記念品

をお渡ししました。

またのお越しをお待ちして

おります。

皆さん､今日は。岡崎東ＲＣの黒井様､清水様､西脇様､ようこそ当ｸﾗﾌﾞにお越しください

ました｡どうぞごゆっくりお過ごし下さい｡

今月１０月は､｢経済と地域社会の発展月間・米山月間｣ですが､本日は卓話者として㈱

広島東洋ｶｰﾌﾟ 代表取締役常務・ｵｰﾅｰ代行の松田一宏様にお越し頂き､「ｶｰﾌﾟのﾏｰ

ｹﾃｨﾝｸﾞ戦略」の演題でお話頂きます｡池久保会員の義理の弟さんの佐々岡真司さんが

監督に就任されたことと併せて､ｶｰﾌﾟ球団の躍進と選手の活躍は｢広島の経済と地域社

会の発展｣に欠かせないことだと勝手ながら確信しておりますので､松田様の卓話が今から

とても楽しみです｡松田様､今日はお忙しい中お越し頂き､ありがとうございます｡後程の卓

話､よろしくお願い致します｡

さて､今週２０日(日)に｢広京会親善野球大会｣で京都伏見ＲＣから１４名の方々が広島

に来られました｡試合は１０対８で最終回の追い上げも虚しく残念ながら負けてしまいまし

たが､試合後の当ﾎﾃﾙでの懇親会は､先月の京都での姉妹ｸﾗﾌﾞ継続調印式の懇親会

でのｶﾗｵｹ対抗戦に続くｶﾗｵｹ対抗戦Ｐａｒｔ２などもあり､大いに盛り上がりました｡

当日が１９時１５分ｷｯｸ・ｵﾌのﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ準々決勝､日本対南ｱﾌﾘｶ戦でしたので､

｢どうしてもﾗｸﾞﾋﾞｰが見たい｣と言われる京都伏見の７名の方々を中広町の焼き鳥「天羽」

にご案内して､試合を観戦しました｡京都伏見の皆さんには喜んでお帰り頂けたと思います｡

山下監督始め野球同好会の皆さん､特に山坂会員始め野球･懇親会･ﾗｸﾞﾋﾞｰ観戦まで

ﾌﾙ参加頂いた皆さん､お疲れ様でした｡ありがとうございました｡

最後に二点､皆さんにお願いとお知らせがあります｡

初めにお願いですが､明々後日２７日（日）は地区大会です｡多くの会員の方々に参加登

録を頂いておりますが､今回初めて開会が午後からになっていますので､当日福山に来ら

れる方は､バスの出発時間など､お間違いの無いように大会ｽｹｼﾞｭｰﾙをよくご確認の上､

ご参加下さい｡

続いてお知らせですが､今日１０月２４日は｢世界ﾎﾟﾘｵﾃﾞｰ｣であることを皆さんご存知でし

ょうか？当ｸﾗﾌﾞでは今年もﾎﾟﾘｵ根絶への願いを込めて､来月１１月３日に開催される第３

９回ひろしま国際平和ﾏﾗｿﾝに参加して､｢ＥＮＤ・ＰＯＬＩＯ・ＮＯＷ｣の文字入りの赤いＴｼｬ

ﾂを着て５㎞ｺｰｽ・１０㎞ｺｰｽを若手ﾒﾝﾊﾞｰの方々を中心に走って頂きます｡私は最後ま

で考えましたが､体力に自信がありませんので､Ｔｼｬﾂを着て応援をさせて頂きます｡ﾏﾗｿﾝ

に参加される方はくれぐれも無理をしてケガをされないようにして下さい｡現在､我々ﾛｰﾀﾘ

ｱﾝのﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽへの寄付は､ﾋﾞﾙ＆ﾒﾘﾝﾀﾞ・ｹﾞｲﾂ財団より２倍額が上乗せされﾎﾟﾘｵ根絶の

ための資金になっていることをお伝えして､会長時間とさせて頂きます。

【本日の例会 第２４１６回例会】

２０１９年１１月７日（木） １２：３０～

【例会プログラム】

国歌斉唱

ロータリーソング 「奉仕の理想」

来客紹介

四つのテスト唱和

誕生月会員お祝い

会長時間

幹事報告

委員会報告

同好会報告

ニコニコ箱の時間

卓話時間

『誕生月会員スピーチ』

『同好会の勧め』 山内 盛利 会員

【出席報告】  出席委員会

２０１９年１０月２４日（木） 会員総数１００名

出席 ８２名  欠席 １８名

来賓   １名   来客   ３名

【来客紹介】  親睦委員会

松田 一宏 様(卓話者)

黒井 克宣 様(岡崎東)

清水 幹良 様(岡崎東)

西脇 謙二 様(岡崎東)

会長時間       会長   粟屋 充博

バナー交換
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《臨時理事会報告》

*台風１９号災害義援金として、一人当たり１,０００円をﾆｺﾆｺ会

計から拠出し、地区に送金します。

《お知らせ》

*１０月２７日(日) 地区大会について

*次週３１日(木)は休会です。

《ＢＯＸ配布物》

*１１月例会予定表

*京都伏見ＲＣ調印式お礼状

親睦委員会 小林直哉委員長

*例会終了後、委員会を開催します。

*１０月２６日(土)には地区大会ｲﾝﾌｫｰﾏﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞを開催します。

ﾊﾞｽに乗車される方は１６時２０分ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ集合です。

懇親会は１９時から鞆の浦「鴎風亭」で開催します。

青少年奉仕委員会 小林孝憲委員長

*例会終了後、委員会を開催します。

財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会 秋山委員長

*本日１０月２４日は世界ﾎﾟﾘｵﾃﾞｰです。

ゴルフ同好会 竹本会員

*１２月例会案内配布

１０月２０日(日)、京都伏見ＲＣ野球同好会との毎年恒例の「広

京会」が今年は広島で行われました。

試合は残念ながら８-１０で負けましたが、その後の懇親会や場

所を変えてのﾗｸﾞﾋﾞｰ観戦は盛り上がりました。

なお、今年の祝寿者は広島北ＲＣ久保豊年会員と池上会員でし

た。

『カープのマーケティング戦略』

㈱広島東洋ｶｰﾌﾟ

代表取締役常務  松田一宏 様

皆さん、こんにちは。ただいまご紹介

いただきました広島東洋ｶｰﾌﾟの松

田と申します。

本来であれば、今日、夜に広島で

日本ｼﾘｰｽﾞがあってもよかったじゃないかなとは思いますけれど、残

念ながら今年は出ることができず昨日で終わりましたので、今日は

ﾁｰﾑのことというよりも、どちらかというとわれわれが、球団のｽﾀｯﾌ

がﾁｰﾑを盛り上げるのに、こんなことを考えながら仕事をしています

よというのを、事例を交えて紹介をさせていただければと思いますの

で、お時間限られておりますがお耳を拝借させていただければと思

います。

まず「ｶｰﾌﾟのﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略」ということで題しているのですが、うち

☺ニコニコ箱☺    ニコニコ委員会

【お客様出宝】
岡崎東ＲＣ 黒井様・清水様・西脇様◆ 愛知県岡崎市か

ら参りました。本日はよろしくお願いいたします。

【会員出宝】
粟屋会員･杉町会員・島本会員・樽本会員・藤原会員

台風１９号でお亡くなりになられた方に謹んでお悔やみを申し

上げます。また被災された方にはお見舞い申し上げますととも

に１日も早い復興をお祈り申し上げます。

粟屋会員･杉町会員・島本会員・樽本会員・藤原会員

広島東洋ｶｰﾌﾟ松田一宏様本日は当ｸﾗﾌﾞへようこそお越しくだ

さいました。ごゆっくりとお過ごし下さい。この後の卓話宜しくお

願い致します。

粟屋会員･杉町会員・島本会員・樽本会員・藤原会員

先日の日曜日に広京会があり、野球に懇親会にﾗｸﾞﾋﾞｰ観戦

にと野球部の皆さまお疲れ様でした。

池久保会員 松田一宏様、当ｸﾗﾌﾞの例会にようこそお越し頂

きました。次期監督、何卒よろしくお願い致します。

池上会員 松田一宏ｵｰﾅｰ代行様、本日の卓話どうぞよろし

くお願いいたします。

広京会参加者一同(荒本会員・浦会員･岡部会員・久保豊

年会員・神農会員・武部会員・坪内会員・中山会員・藤澤

会員・松田会員・丸子会員・山坂会員・山下会員・吉永会

員) 先日の広京会は楽しく試合をしましたが、残念ながら８-

１０の敗戦でした。

越智会員 娘の所属する明治大学ﾗｸﾛｽ部が関東学生ﾘｰｸﾞ

準決勝で勝利し、１１月９日に行われる決勝戦に進出しまし

た。応援よろしくお願いします。

荒本会員 先日は妻の誕生日にお花をありがとうございました。

小林孝憲会員 青少年奉仕委員会の会場を読み間違えました。

炭田会員 所用にて早退します。失礼いたします。

当日計 ３９,０００円  累計 ６２９,０００円

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円

委員会報告

卓話時間

同好会報告

幹事報告         幹事  島本 章生

広京会



3

の会社ではほとんどﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞという言葉は使っていないです。

ただ、いろいろ普段やっていることとか考えていることというのが、実

はそういう意味合いではﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞなのかなと思って、題としてはﾏ

ｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略という言葉を使わせていただいております。

まずｶｰﾌﾟの歴史なのですが、２００９年にﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑが完成い

たしました。ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑができてから観客動員数が増えておりま

して、ここ４年ぐらいは、ほぼ日々満員という状態が続いておりま

す。

旧市民球場と今のﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑの大きな違いというのが、一つは

いろいろなところにｽﾍﾟｰｽがありまして、例えば今の球場ですと皆さ

んご存じのとおり幅広いｺﾝｺｰｽだとか、あるいは「かば広場」という

のはライトのポール際で、「こもど広場」というのはﾚﾌﾄの観客席の

後ろにあるのですが、いろいろなｲﾍﾞﾝﾄｽﾍﾟｰｽというのを作ることが

今できるようになっております。

こうしたｲﾍﾞﾝﾄのｽﾍﾟｰｽで試合のときには、例えば「わがまち魅力

発信隊」といいまして、安芸太田町のｺﾗﾎﾞのﾐﾆﾀｵﾙを配ったり、

安芸太田町の特産品を販売したりだとか、地域との交流のｲﾍﾞﾝ

ﾄを、ほぼ今、毎試合できております。遠くは熊本市だとか日南だ

とか、そういったところも来訪いただいて、各試合でお客さまに楽し

んでいただいております。球場を盛り上げるのにｲﾍﾞﾝﾄｽﾍﾟｰｽという

のがものすごく役立っております。

また、ﾌｧﾝｻｰﾋﾞｽとして普段考えているのが、ｼﾝﾌﾟﾙに言うと独自

性とｲﾝﾊﾟｸﾄというのを考えてやっております。例えばみんなで紙を

掲げて、歌舞伎調の紙を掲げたり、古いのですがｶｰﾌﾟﾛｰﾄﾞの、球

場へ行く道の途中に、いろいろな絵を描いてみたり、例えば旧市

民球場のときはﾋﾞｰﾙの飲み放題のときに、おつまみを売るのにﾊﾞ

ﾄﾞｶﾞｰﾙみたいなお姉さんに来てもらったり、開幕ということで、みん

なで祝杯を挙げようというｲﾍﾞﾝﾄをやったり、あるいは前田智徳選

手が人気だったので前田選手を応援する観戦セットというのをやっ

たり、いろいろな工夫はしていたのですが、広いｽﾍﾟｰｽというのがな

かったので、これを大きくやることというのができなかったです。

われわれ、観客動員が増えてきてよく言われていたのが、ﾀｰｹﾞｯﾄ

はｶｰﾌﾟ女子なのって、ｶｰﾌﾟ女子ってどうやって増やしたのとか、そう

いう話をすごく聞かれます。ｶｰﾌﾟ女子というのは、実は僕らはｶｰﾌﾟ

女子をﾀｰｹﾞｯﾄに何かをしたとかいうことはほとんどなくて、偶然の

副産物だと思っております。多くの人に対していろいろな戦略を打

っていった中で、気付いたら女性がすごく盛り上がってくれていて、ｶ

ｰﾌﾟ女子という言葉ができておりました。われわれのﾀｰｹﾞｯﾄとしては

本当に男女問わず幅広い世代がﾀｰｹﾞｯﾄで、球場ができたときか

ら一番よく使っていた言葉が、親子三世代という言葉を使っており

ました。

なので、親子三世代で球場に来ていただいて楽しんでもらう工夫

として、例えば毎年球場でやっているのですが「赤ちゃん写真展」と

いいまして、広島県内のいろいろな写真場で赤ちゃんがｶｰﾌﾟのｸﾞ

ｯｽﾞあるいは衣服を身に着けて、写真を撮ってもらったのを球場内

で展示したりとか、あるいは今年であれば「VR」といいまして、実際

にﾌﾟﾛの選手の球を体験してもらったり、あるいはｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄパー

クといいまして、いろいろなふわふわ遊具を作ったり、いろいろな世

代で、野球を見るだけじゃなくて、球場内でいろいろなことを楽しん

でもらえるようなことを考えて、日々仕事をしております。

僕らの仕事は本当にどれだけお客さんにｲﾝﾊﾟｸﾄを与えられるかと

か、面白いって思ってもらえるかとか、あとは日本に 12 球団ありま

すけれど、その中でいかに独自性というのを持つかというところは本

当に大事だと思っております。

結構、他球団と違うところで、例えばｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞ。今年のｷｬｯﾁ

ﾌﾚｰｽﾞで「水金地火木ﾄﾞｯﾃﾝｶｰﾌﾟ」というｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞを作ったの

ですが、これのｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞを作る過程は、例えば今まで過去に

は「常昇魂」だとか「真赤激」で、「カ舞吼」というｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞで、

去年にいたっては「℃℃℃」という、Cが三つ並んでいるというｷｬｯﾁ

ﾌﾚｰｽﾞで、どんどんｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞがお客さんに何か、なんだろうとか

ｲﾝﾊﾟｸﾄを与えるような方向にいっておりまして、今年ｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞ

を作るときにどうしようかというところで、いろいろな人の耳に残る、

耳障りのいい言葉を探していこうかというところから、ｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞを

考えていきました。

なんで、こういうことを僕らやっているかというと、一番大事なのは、

ﾌｧﾝの方といろいろな場面でｷｬｯﾁﾎﾞｰﾙをしていくことが大事なの

かなと思っております。ただ面白いというのもありますし、あるいはお

客さんからしたら面白くないとかくだらないとか、なんでもいいのです

けれど、僕らがお客さんに投げかけたものに対して、何かしらお客さ

んから反応が返ってくるということの積み重ねが、日々大事かなと

思って、いろいろなことを考えていっております。

そうしてお客さんとｷｬｯﾁﾎﾞｰﾙをしていく上で、結構役立っているの

がｸﾞｯｽﾞという部分で、ｸﾞｯｽﾞというのは本当、こまめにいろいろなこ

とを出していけるので、お客さんとのｷｬｯﾁﾎﾞｰﾙというのでｶｰﾌﾟｸﾞｯ

ｽﾞというのを使っているので、残りの時間、少しｸﾞｯｽﾞについても改

めて紹介させてもらいたいと思います。

ｶｰﾌﾟのｸﾞｯｽﾞというのは最近売り上げが伸びておりまして、２００４

年とか、その頃は２億円ぐらいだったのですが、球場を移ってからｶ

ｰﾌﾟｸﾞｯｽﾞというのはすごく売り上げが伸びておりまして、今は４０億

円とか、そのぐらいの売り上げになっております。

ｽｹｼﾞｭｰﾙ感なのですけれど、大体２月１日に新商品の発売を開

始しまして、大体そのときに僕らは全商品を入れ替えるぐらいのつ

もりで商品を開発しております。２月１日に売り出しを開始したと

きに、お客さんがかなり並んでくれるのですけれど、ｳｪﾌﾞでも受注

が１万件ぐらいある状況です。ｶｰﾌﾟｸﾞｯｽﾞというのは、いろいろな戦

略にも関わると思いますけれど、一番考えているのがｲﾝﾊﾟｸﾄだと

かｽﾋﾟｰﾄﾞ感、旬を逃さないこと、身近に感じてもらうこと、そして新

しいものを出していくこと、遊び心を持つということを、大まかに言う

と、この辺を大切にしてやっているかなと思っております。

ｲﾝﾊﾟｸﾄのある商品をいろいろ考えているのですけれど、よく商品で

言われるのが、Ｔｼｬﾂというのを僕らはすごくお客さんとのｷｬｯﾁﾎﾞｰ

ﾙで使っております。なんでＴｼｬﾂかというと、ご存じの方もいると思

いますが、昔ｶｰﾌﾟにﾌﾞﾗｳﾝ監督っていたときに、抗議をして、よりに

よって怒って一塁ﾍﾞｰｽを抜いて投げてしまったのですね。そのとき

に監督をどう処分するかというところに普通、頭がいくと思いますけ

れど、当時うちのｵｰﾅｰがＴｼｬﾂを作ってしまえということで、監督に

「私はﾍﾞｰｽを投げます」というＴｼｬﾂを着させて、周りのｽﾀｯﾌに「う

ちの監督はﾍﾞｰｽを投げるぞ」というＴｼｬﾂを着させて、本当、遊び

でやったら、意外とこれが好評を博しまして、実はＴｼｬﾂというのは、

お客さんとﾒｯｾｰｼﾞをやりとりするのに結構効果的なんじゃないかな

ということで、われわれ、今いろいろなところでＴｼｬﾂというのを使って

おります。

一番僕らがＴｼｬﾂで考えているのは言葉を大切にするところで、こ

れを見ていると、昔は「一丸となって戦おう」とか「優勝しましょう」と

か、そういったのを書いているのですけれど、例えばｲﾝﾌｨｰﾙﾄﾞﾌﾗｲ

でｻﾖﾅﾗ勝ちしたときがありまして、そのときはどうしようというので、

「知ってたもん勝ち」ということで、若干相手ﾁｰﾑを揶揄するような

ｺﾒﾝﾄになったのですけれど、このぐらいの勢いでやらないとｲﾝﾊﾟｸﾄ

はないなと思っております。当然、翌日いろいろな苦情電話はかか

ってきたのですけれど、本当、遊びの世界だと思っているので、こう

いうことをやっています。

今年は結構、見返してみたら「上を目指そう」とか「勢いは止めな

い」とか、「必ず巻き返す」とか「諦めない」とか、「勝ちたい」とか「必

ず明日に繫がる」とか、見ていると、やはりﾁｰﾑがｷﾞﾘｷﾞﾘのところで
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頑張っていたのだなというのがすごく感じられます。８月２０日ぐらい

に出したのも「諦めない」というｺﾒﾝﾄで出していますので、やはりﾒｯ

ｾｰｼﾞとかを見ると、ﾁｰﾑがどういう状況だったのかなというの、振り

返るとよく分かります。

こういうのをやるのに、実は僕ら、Ｔｼｬﾂの工場というのを造っており

まして、なるべく勝った次の日には、もう発表して、そこから注文を

受けて１週間ぐらいでお客さんに届けようという体制を整えておりま

す。そういうことをすることによってなるべく、やはりｻﾖﾅﾗ勝ちというの

は、１回勝ったからって、また次の試合であるかもしれないし、旬が

冷めないうちにいろいろなことを完結させるのが大事なのかなと思っ

て、今、大体目安は１週間で動いております。

最後になるのですけれど、われわれは実はｶﾀﾛｸﾞというのにすごく

注力をしております。ｶﾀﾛｸﾞって最近あまりないかもしれないのです

けれど、今、毎年大体１０万部から１４万部ぐらい作っておりまして、

そのｶﾀﾛｸﾞの中でいろいろな言葉を書いていっているのですけれど、

言葉遣いというのをすごく重要にしておりまして、お客さんが手に取

って、ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞだとか喫茶店だとか、２０分から３０分ぐらい、商

品だとかｶﾀﾛｸﾞを眺めながら時間つぶしをしてもらうような、そんなこ

とを目指して毎年ｶﾀﾛｸﾞを作成しております。ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞとかにｸﾞ

ｯｽﾞｶﾀﾛｸﾞが置いてあったり、くしゃくしゃになっていたりすると、結構

見てくれている人がいるのだなとか、時間つぶしに使ってくれている

のだなとか、そういう感じで前向きに受け止めるようにしております。

結論といたしましては、われわれ、地方の球団なので、中央と同じ

ことをしていても面白くないし、地域に根付いた球団として、常にお

客さんと対話というのがすごく大事だなと思っております。その中で

面白いものとかｲﾝﾊﾟｸﾄあるものを自分で考えて、自分たちで探し

つつ、毎日小さな工夫の積み重ねというのをしていっております。

これからも地域との関係を大事にして、ﾌｧﾝの皆さんに喜んでもら

えるような球団を目指していきますので、どうぞよろしくお願いいた

します。本日はありがとうございます。

１０月２６日(土)・２７日(日)福山で行われた地区大会にはｸﾗﾌﾞ

から多数の会員が出席しました。

まず２６日(土)には会長幹事会議が行われ粟屋会長と島本幹

事が出席しました。夜には先に参加している会長幹事を激励す

るため、親睦委員会主催によるｲﾝﾌｫｰﾏﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞが鞆の浦の

「鴎風亭」で開催され、２９名の会員が懇親会に参加し大変盛り

上がりました。

翌２７日(日)は当日出席組も合わせ総勢５４名が、本会議に出

席しました。開催主催ｸﾗﾌﾞを除くと一番の出席者だったのではな

いでしょうか。ご参加頂いた皆様、大変お疲れ様でした。

大会１日目に壇上で前年度のロータリー賞を受け取る粟屋会長
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