
◦ロータリーソング◦

ソングリーダー
川辺　哲君

◦ゲ ス ト 紹 介◦

久能山東照宮　名誉宮司　落合偉洲さん

米山奨学生　ジョセリン・ネオ・ワンティン

さん

◦招待例会参加者紹介◦

会員増強委員長

石川雅章君より参加者のご紹介

・片平隆士　様（株式会社ティーケーシステム

代表取締役）

・北澤哲也　様（青葉社会保険労務士事務所

所長）

・杉山僚　様（株式会社鈴良　スポーツクラ

ブセイシン　代表取締役副社長）
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・田村和紀　様（株式会社ＴＭコンサルタンツ

代表取締役）

・長澤慶明　様（医療法人社団灯弘会かげやま

医院　事務長）

・村越登　様（株式会社ビレッジシステム　

代表取締役）

・望月琢矢　様（株式会社左京　専務取締役）

・和田迫勝徳　様（株式会社ＥＸＴ３５　代

表取締役）

◦会　長　挨　拶◦

会長　望月啓行君

「どうする家康」と「土産品」と「ロータリーバッ

チ」本日は招待例会に来ていただいた方々、

ありがとうございます。是非楽しんでいただ

きたいと思います。さて、まず２月６日起こっ

たトルコシリア地震災害に対するロータリー

の対応を話したいと思います。直ちに支援体

制をつくり、ジェニファー・ジョーンズ会長

が災害支援補助金の活用に取りかかっていま

す。そして、ロータリーのパートナーにも呼

びかけ緊急支援チームを派遣、さまざまな情

報を収集していますが、各ロータリークラブ

としては、災害救援補助金の補助、支援を是

非お願いします。さて、本日は「どうする家康」

と「土産品」と「ロータリーバッチ」という

テーマで話をさせていただきたいと思います。

静岡は２１作目の「徳川家康」から４０年ぶ

りと言う事で静岡市として非常に期待してい

ます。総合視聴率も大河初回最高、この間も

角田局長は他県より静岡の視聴率がよい、と

話をされており、静岡としてはしっかり盛り

上げていきたいと思っております。またこれ

は大きな地域振興に結びつきます。昨年の「鎌

倉殿の１３人」も、記念館に３０万人以上来

館し、３００億円以上の効果が試算されてい

ます。静岡も非常に期待できます。この経済

効果はいろんなところに効果が分散するので

すが、特に観光の業種にメリットがあります、

コロナで大きなダメージを受けた観光、実は

私の商品のわさびも観光土産品です。静岡市

の取り組みは、先日「大河ドラマ館」がオー

プンし「どうする家康」活用推進協議会が統

一ロゴやマークをいろんな商品に貼付するよ

うにして「これは家康を応援する商品」とし

ています。やはりここで観光を盛り上げる。

そして観光土産品もぜひ盛り上げていきたい

ところです。さて、この「観光土産品」っ

てどういう業界か、なかなかニッチな業界で

業界データとかもないのですが、田丸屋は

１００年以上観光土産品に取り組んでおり、

長い歴史があります。もともと観光土産品と

いうのは、昔は「お伊勢さん参り」などが旅

の代表で神社のお守りとかを皆さんに配ろう、

皆さんに福を与えようというのがお土産の発

祥だったということです。でも時代が変わっ

たのは、明治２２年東海道本線が開通した時、

食品というものがお土産になり始めた、ここ

は大きなパラダイムの変化がありました。そ

して現代は「近所の人に分ける」のではなく「自

分」へ、そして「自分の友達」へのお土産が

トレンドになり菓子がメインになっていると

いうのが、お土産業界の歴史的変化です。そ

れでは、お土産を購入するパターンをマーケ

ティング的に考えるとどうか、なぜ人はお土

産を買うのか？を見てみたいと思います。フィ

リップ・コトラーの説に「四つの行動要因」

というものがあり、ここから見ると右下の「心



理的要因」がお土産を買う行動につながる、「学

習」「体験」など心理的要因へのアプローチを

することによってお土産というのは皆さんが

買うのではないかと考えられます。 それで田

丸屋が１００年以上お土産品に取り組んでい

る、土産品開発のメソッドを、その側面から

話をさせていただきたいと思います。まず「心

理的」アプローチですが、旅で皆さんがどう

いうような体験を心理的に捉えるか、これは

いろいろありますが、「味」「音」「景色」「触

れたもの」「人柄」「体験」「文化」「面白さ」「新

しさ」そして「違和感」等があります。 そし

てこれをお土産に結びつけるにはどうするか

ですが、お土産にするには味覚・視覚・聴覚・

嗅覚・触覚の「五感」に訴えるものに変える

とお土産品になります。この二つの要素を掛

け合わせて、そこに「ユニークさ」と「品質」

少し加え、これをパッケージにすると、お土

産品になります。この方程式をベースにする

と簡単です。この１０ｘ５を組み合わせれば

お土産になりますので、皆さんも新しいお土

産を考えてみてください。例えば「触るわさび」

とか良いかもしれません。この方程式を何か

の時に参考にしていただければと思います。

さて、ロータリーには、お土産品はあるでしょ

うか。これはあります。オクトンさんと藤巻

ネクタイさんが、いつも様々な大会で土産を

売っています。何を売っているか、みなさん

も付けているロータリーバッチやスカーフ等

を売っています。これらも結構買う人がいま

す。それではこのロータリーのお土産をマー

ケティング的に見るとどうなるか、なぜロー

タリアンはこれらのロータリーアイテムを大

会で買うのか？これもコトラーの「四つの行

動要因」から見てみると「心理的要因」の「信念」

のカテゴリーに入ってくると思われます。こ

の「信念」をバッチから得るためにロータリー

バッチを買ってる。それでは「ロータリーバッ

ジ」が持つ信念の価値は何か。ロータリアン

は約２００カ国１２０万人以上、この全員で

「世界理解、親善、平和を推進する」というロー

タリーの使命・ビジョンを共有しています。 

ロータリアンであることの証、ロータリーの

ビジョンを共有していることの証、そしてロー

タリアンとして行動していることの証。これ

をバッチで共有しているということです。そ

の共有を形に表すものが、ロータリアンのお

土産品という形になっていると言えるでしょ

う。私たちロータリアンは１２０万の世界の

会員と「理念」と「ビジョン」で繋がってい

ます。バッチ等を通して、この共有している

事項を誇りに思い。 ロータリアンとして、ま

た行動していただければと思います。以上で

今日の会長挨拶とさせていただきます。あり

がとうございました。



◦新  会  員  紹  介◦

宮部　理香さん
（みやべ りか）
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◦委  員  会  報  告◦

雑誌委員会　委員長　粉川翔太郎君

「ロータリーの友　２月号」の内容説明があり

ました。

◦幹　事　報　告◦

幹事　藤田博久君

誕生日、結婚記念日のお祝いは次回例会に繰

り越します。

◦ス　マ　イ　ル◦

志田洪顯君

東照宮の落合さんをお迎えし、歓迎のスマイ

ルをします。家康公の人気をさらに盛り上げ

て下さい。

宮部理香君

伝統と格式ある静岡ＲＣに本日より入会させ

て頂きます。ご指導宜しくお願い致します。

小川潤君・瀧上恵美子君

宮部さんのご入会を承認していただきありが

とうございます。よろしくお願い致します。

トルコ・シリア地震被災地でのロータリーの対応

• 2⽉6⽇トルコとシリアを襲った壊滅的な地震では、
現時点までに３万⼈を超える死者が出ている。

• 世界中のロータリー会員が直ちに⽀援に乗り出して
いる。

• ジェニファー・ジョーンズRI会⻑は、被災地と連絡
を取り対応を開始し、被災地のガバナーが災害救援
補助⾦を申請・活⽤に取りかかる

• ロータリーによる⽀援を広げるために現地での救援
活動について情報を提供するよう呼びかけている。

• ロータリープロジェクトの複数のパートナーである
シェルターボックス等は、被災地のニーズと対応⽅
法を調べるため、現地に緊急対応チームを派遣。

• ロータリー財団「災害救援補助⾦」への補助、直接
⽀援もお願いします

「「どどううすするる家家康康」」とと
おお土土産産品品とと

ロローータタリリーー・・ババッッチチ

2023年2月13日

会長 望月 啓行

⼤河ドラマ「どうする家康」の
メーンビジュアル （C）NHK

「どうする家康」初回

総合視聴率25・2％

録画は大河初回最高

「どうする家康」初回

総合視聴率25・2％

録画は大河初回最高

徳川家康を単独の主人公とする大
河ドラマは21作目の『徳川家康』
（視聴率31.2%）以来40年ぶり
（39作目に『葵 徳川三代』）

「どうする家康」

静岡市は大いに期待！静岡市は大いに期待！

３００億円規模の経済効果が期待

大河ドラマは地域振興 大きな経済効果大河ドラマは地域振興 大きな経済効果

静岡市の観光全体に大きな効果が期待！

ＮＨＫ大河ドラマ「鎌倉殿の１３人」
鎌倉市：来館者は１年で３１万人を超える。

市観光協会はドラマの県内経済効果を
３０７億円と試算。「今後の観光客増加も期待で

きる」としている。

コロナ・ダメージの挽回を！

⼤河ドラマ館チラシ

「どうする家康 静岡
大河ドラマ館」

静岡浅間神社敷地内オープン

静岡市の取組

「どうする家康」活用推進協議会

統一ロゴマークによる

観光商品展開・のぼり等

わが「土産品業界」も活性化！！

静岡の土産品は？静岡の土産品は？

東海キヨスク様ＨＰより

うなぎパイ こっこ 安倍川もち ⿊はんぺん バリ勝男クン

わさび漬 追分ようかん 静岡抹茶
バウムクーヘン

釜揚げしらす
⽸詰

８の字

土産品業界とはどんな市場？土産品業界とはどんな市場？

「土産」は元々「宮笥〔みやげ〕」といい、参拝した際
お守り等を親しい人々に分けようとしたのが始まり。

田丸屋はわさび土産品で１００年以上

歴史

変革 明治２２年東海道本線の開通は土産市場を大きく変えた。
多くの沿線名物は明治三十年代に確立。食品拡大。

トレンド 「ムラ・イエ意識」がなくなりお土産を渡す対象は
「自分」「旅の話題を共有できる近しい人」菓子メイン

土産品を購入する行動要因の分析（ターゲット分析）土産品を購入する行動要因の分析（ターゲット分析）

「心理的要因へのアプローチ」「学習・経験・ストーリー」
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・文化

・サブカル
チャー

・社会階層
コトラーによる

４つの分類社会的要因
・家族

・社会集団
（友人など）

・役割と地位

個人的要因
・年齢ステージ

・職業経済状況

・ライフスタイル

・パーソナリティ

心理的要因
・モチベーション

・知覚
・学習

・信念と態度

なぜ人は
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買うのか

なぜ人は

お土産を

買うのか

心理的要因
・モチベーション

・知覚
・学習

・信念と態度

旅の体験する要素（心理）

土産品の企画について （心理へのアプローチ）土産品の企画について （心理へのアプローチ）
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お土産の表現方法
５感に届ける

＋ユニークさ・品質

これをパッケージに詰めた物＝お土産品

体
験
体
験

何か新商品を考
えてみましょう
何か新商品を考
えてみましょう

ロータリーに
お土産物はある？

ロータリーのお土産売り場ロータリーのお土産売り場

各種大会では必ず出店

オクトン フジマキネクタイ

ロータリーのお土産のアイテムは？ロータリーのお土産のアイテムは？

バッチ

スカーフ

ウェア

キャップ

腕章

タスキ

等

ロータリーのこれらの土産品のマーケティング考察ロータリーのこれらの土産品のマーケティング考察

「心理的要因」

文化的要因
・文化

・サブカル
チャー

・社会階層
コトラーによる

４つの分類社会的要因
・家族

・社会集団
（友人など）

・役割と地位

個人的要因
・年齢ステージ

・職業経済状況

・ライフスタイル

・パーソナリティ

心理的要因
・モチベーション

・知覚
・学習

・信念と態度

なぜローアリ
アンは

これらの
ロータリーの
アイテムを

買うのか

なぜローアリ
アンは

これらの
ロータリーの
アイテムを

買うのか

「信念」「信念」

心理的要因
・モチベーション

・知覚
・学習

・信念と態度

ロータリーバッチがもつ「信念」の価値はロータリーバッチがもつ「信念」の価値は

「ロータリア
ン」である
事の証

ロータリー
「ビジョン」
を共有して
いる事の証

ロータリア
ンとして「行
動」している

事の証

ロータリーは世界２００カ国以上１２０万人

職業人と地域社会のリーダーのネットワークを通じて、人びとに奉
仕し、高潔さを奨励し、世界理解、親善、平和を推進すること

ロータリーの使命

ロータリの信念の「共有」が様々なアイテムにつながる

ロータリーの
「信念」共有

私達ロータリアンは
世界１２０万⼈の会員と

「理念」「ビジョン」でつながっている

ロータリーバッチ等で価値を共有し
ロータリアンとしての「誇り」を
持っていきたいと思います。



石川雅章君

会員増強委員会の石川です。本日は８名の方

をお招きした招待例会となりました。ご協力

をいただいた皆様ありがとうございます。ま

た、本日より新入会員の宮部さんが入会され

ます。静岡ＲＣにまた新たな仲間が加わりま

す。どうぞよろしくお願いします。

番匠俊行君

昨日、エコパスタジアムにてＮＴＴ西日本Ｕ

１２グループカップ決勝が開催されました。

入場制限がない大会は３年ぶりで、多くの方々

にご来場いただきました。今月２３日（木・祝）

に決勝が放送されますのでご覧下さい。

角田裕之介君

２回続けての欠席、お詫びも兼ねてスマイル

します。さて、齢を重ねると涙脆くなると言

いますが、“どうする家康”で服部半蔵役の山

田孝之さんの演技に微苦笑しつつも瞳が潤ん

でしまうのは、山田さんの演技力でしょうか？

服部半蔵はこれからも活躍しますので、応援

方々、宜しくお願い致します。

向坂達也君

誕生祝をありがとうございました。●●才に

なりました。

垣谷直人君

誕生日のお祝いありがとうございました。

杉本健君

誕生日の記念品ありがとうございます。同級

生の馬場さん・相樂さん・馬渕さんと同じ●

●歳になりました。

小川潤君

●●回目の結婚記念日をむかえました。先週

末、東京に帰りアレンジメントを拝見しまし

た。子育てを終了し、東京でひとり暮す妻の

リビングを明るく照らしていただきました。

ありがとうございました。

大石明彦君

きれいなピンクのお花をありがとうございまし

た。ちょうど来ていた孫が大喜びしていました。

○満席スマイル

・１２番山口さんテーブル

・２０番稲葉さんテーブル

・２１番水上さんテーブル

◦出　席　報　告◦

例会日 全会員数
（出席計算人数）

出 席
会 員 数

欠 席
会員数

暫 定
出席率

2/13 109（108）
66 名

現地 66 名
Zoom 00名

43 名 61.11％

欠席した方は年度内にメイクアップしましょう！

なお、国際ロータリー理事会の決定事項に則り、それに

変更が無い場合は全会員出席扱いとします。

◦ゲ  ス  ト  卓  話◦

「徳川家康と久能山東照宮」

久能山東照宮　名誉宮司　落合偉洲　様

平成２２年に国宝に指定され

た経緯、肖像画や鎧のご紹介、

家康公がお手植えされた「み

かんの木」に関する裏話、所



蔵されている時計を国宝にするためのお取組

み、観光者数の変遷など、徳川家康公と久能

山東照宮にまつわる大変、多くの興味深いお

話をご披露いただきました。最後に中学２年

生５名が発表した「駿府大御所宣言」を朗読

され、卓話は終了となりました。


