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《本日のお祝い》

お誕生 日

該当者なし

く会長代行挨拶要旨》

『ポん検診」

小山 真人 君

さくらパングと大丸松坂

屋の CSR〈 企業の社会的責

任)で は昼食後の卓話にし

ては少しテーマが大げさで

内容とギャップがあります

ので、本日は大丸松坂屋の

公式キャラクターであるさ

くらパングのご紹介とあまり知られていないさくらパング

を使つたツシャ″ ケティンク・の実例、そして最後にさくらパング

の簡単な社会貢献活動の 3点に絞つてお話させていただき

ます。

さくらバングは 2007年上野松坂屋のリニュラ″ フンのベュニクー

ションアイコンとして製作しました。ちなみにこの時の宣伝課長が

第 2742回例会

《司 会》  新間 桂子 君

《合 唱》

《BGM》  モツァルト 交響曲第 40番  卜単調

交響由第 41番 ハ長調

《ゲス ト》  なし

くビジター》 なし

と自殺が最も多い死亡原因となつています。40歳台以降 80

歳台までの年代では “がん"力
'圧

倒的に多い死因で、年間

37万人の方が・がん"で亡くなっています.こ の数は年間

死亡者の約 3割を占めています。第 2位は心臓病、そしてll

炎、脳卒中と続きますが 第 2位の心臓病による死亡数は

20万人前後で 15%に どを占めていますが第 1位の
す
がん"の

半分程度で大差があります。このように我々の年代にとつて

は・がん"力
'最

も重要な病気となるわけです.`がん'のな

かにも 見つかりやすい て
がん"や治りにくい “がん"な ど

種類により様々です。

患者数の多い・がん"は男性では胃が最も多く、以下前

立腺、肺、大IIDと 続きますが、死亡順位から見ますと第 1位

は胃癌から肺がんに代わり、第 3位の前立腺がんは第 5位に

結婚記念 日

該当者な し

佐橋 機 会長代行

日本人の死亡原因は “が

ん"が 1981年から連続して

第一位です。年代別に見ま

すと乳幼児期では先天奇形

による死亡が多く、小学生

のころには小児がんが増カロ

してきて青年期には事故死
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落ちます。女性でも最も多い,Lがんは死亡数から見ますと第

4位に下がり、第 2位の大腸がんが 1位 に代わります。

結論的には早期に発見できる・がん"や、いわゆる・おと

なしいがん`はそれはど怖くないということも言えるかもし

れません。

ここで個月1の “がん
°

についてお話を進めてまいります。

最初に最も多い買がんからです.場在でも毎年 5万人の患者

さんが亡くなっていますが 最近は胃癌による死亡数は減少

してきています。この原因は胃かん検診がようやく普及して

きたこととと,'菌 の認識が進んできたことにあると思いま

す。内視鏡検査とヒ●l菌の検査を受けると安,さ と思います。

早期胃がんでは内視鏡手術で治療が完了することもありま

す。
`り

菌の治療は抗生剤を 1週 間にど飲むだけの治療です。

大陽がんには直陽がんも含みますが、使の潜血反応検査

が有効とされています。もし陽性であつたら必ず大賜カメラの

検査が必要となります。

また最近の手Lかんの増加は著しく40年間で 5倍のな者数

になりましたが、前にお話しました “おとなしいがん
°

とい

えるのではないかと思います。患者数は第 1位で最も多いの

ですが死亡数は第4位です。そして手Lがん検診の信頼度も高

いので毎年の検診を続ければよいかと思つています。

我々の年代では一般的な健康診断とがん検診は毎年一回

の恒例の行事として欠かさず受診することをお勧めします。
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杉田 至弘 君  黄金期の 5年間、副社長として勤めたシ・ュヒ・

,磐 口が23日 、劇的勝利で」1復帰を果たし

ました。正に歓喜 (」ubiro)です。Jlで も勝

利の美酒が飲める様 今年も大阪城ホルで新

間さん 大村さんと共に"歓喜の歌'を謳い

あげて来ます。

河野 雅― 君  1か月ぶりの例会出席を懺悔してスマイル致し

ます。

高石 優子 君  昨日は新入会員歓迎会を開催 して頂き、あ

りがとうございました。12月 の家族会も楽

しみにしています。素欧なホスターまで作つて

頂いた幹事の長田さん ありがとうございま

した。

宮城 長代 君  昨日は温かい歓迎会を開いて下さり、あり

がとうございました。感謝してスマイルします |

私はお酒も飲めず「仕事の話をしている時が

一番楽しそうだねJと 言われるようなつまら

ない人間ですが、今後共よろしくお願い致し

ます。

伊藤洋一郎 君  昨夜 新入会員歓迎会で、長口さんに「悩み

があったらいつでも言つておいでJと 言われ

たような気がしたので、うれしくてスマイルしま

す 。

浅野 裕史 君  昨日は新入会員を囲む会を浮月楼で楽しん

で参りました。新入会員の皆様、これからも

よろしくお願いします。長口さんをはじめ親

睦の皆様 ありがとうございました。

戸塚 敦雄 君  新入会員を囲む会、浮月楼さんで喜平 (き ベ

ヤつを呑めた事に感謝してスマイルします。

長田さんありがとう |

中嶋 達郎 君  ll月 25日 、新人を囲を会、大変楽しい一

夜でした。担当の皆さん御吉労様でした。

相原 雄治 君  昨日の新入会員歓迎会では楽しい時間を過

ごすことができました。お酒を浴びるほど飲

みたい気持ちをおさえての幹事&司会進行

役の長口さんに感謝してスマイルします。

川崎 依子 君  昨夜は新入会員歓迎会に参カロし、楽しい時

を過ごさせていただきました。長口さんの,

ィ外に富んだ掲示物にも感心しました.感謝

してスマイルします。

長口きみの 君  昨晩は新入会員を囲む会にたくさんの方が

ご参加いただきありがとうございました。設

営に至らない事もあつたかと思いますが 私

自身とても楽しく過ごすことができました.
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私でしたので、社内的にはさくらバングの産みの親と言われ

ています。ただ 発想は至極単純で「上野といえば、桜とパ

ングでしょ |」 といぅ発想です。しかしながらマツティンク的に

はさくら(日 本人のほとんどが好き)、 パンダく人気動物キャラ)

ヒンク(女性受け良い)と 理にかなつてはおりました。昔から百

貨店の屋上での、着ぐるみシJ―的なものは、それなりに人気

はあつたのですが、お客様一人ひとりが携帯電話の写メ機能

を持つことにより 着ぐるみにイツヘ・―カンが起きました。つま

りちょっとだけ非 日常の着ぐるみとの遭遇をどんどんご自

分のフ|ク 等でアッフして拡散していただく効果があつたので

す。そのお陰もありそれなりに人気がでました。そこでこの

キャラタターを使つたテ
｀
シ・タル販促に取り組みました。その結果、今

では Facebookヘ ーン
｀
のファンは約 30,000人、Twitterのフォ,ワー

は約 13,000人 とテ・ツ・タル上でのファンは拡大しています。途中,

アル店舗への集客や売上を狙つて LINEを活用した販促策にも

取組み 2013年の雑誌日経テ・シ・夕| ケティンクの調査で企業 SNS

キャラクタ好感度ランキンク・―位になったりもしています。今、お話

していることは、ほとんどがわ 上ヽのフ,モ カンなので店頭で

はほとんど知られていない内容ですが、若いお客様に大丸松

坂屋を知って身近に感していただくフ・ランティンク活動になっ

ています。

ソーシャルネットの普及で従来の宣伝手法だけでは、お客様とのバ

ュニケーシ:ンが取れない。なんらかの共感性がなければ一方的な

発信になり情報が埋もれてしまう難 しい時代になりました.

モ′で差男1化 が難しくなってきた時代だからこそ人とのつな

がりがより重要になリソンャルメティアでの日々のバュニケンJンの積

み重ねによつて (いいね !)と 、言つていただけるファンを育成

する必要があります。

共感性という点においては、お客様を巻き込んだ企業社会

貢献活動も同様です。さくらパングカドは現在 20万枚以上

発行されていますが お買い上げ金額に応じて一定の金額が

ビンク,ホ
・ン運動に寄付する仕組みになつています。また半期に

一度、いろいろなキラクターとコラホ・ピンハッシ・を作成し東北支援活

動も行っています。2009年より全国の大丸松坂屋の店頭で

実施 しているヘットホトルキャタフの回収運動は、本年 8月 末で

83,552,072個 で、ホ,オフクチン182,352人 分に相当します。

《スマイル報告》

久野 義彦 君  誕生日のお祝いありがとうございました。

静岡での誕生日は 6回 日となりました。

ワき続きよろしくお願いします。

小山 真人 君  本日、卓話をさせていただきます。

お昼ご飯の後なので、少しやわらかいくゆる

。つお話にさせていただきます。

くクラブ会報グループからの連絡事項》

クラノ会議グルーブリーダー 鈴木寿人

会報作成について「卓話原稿が無い場合は写真 画像データ

など工夫して、原稿起こしの作業無しに会報作成作業を効率

化する」ことを 9月 3日 の理事会にてご承認いただきまし

た。ご理解ご協力よろしくお願い致します。

く会報作成 1小山 真人>

《出席報告》

会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率
11/26 54(50) 35 15

11/19 54(50) 38

]1/12 54(50) 0, 7 8 84 00“


