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第３０２５回例会 ２０１５年１１月２６日
本日の卓話者ご紹介
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入会記念卓話
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取締役店長

藤

田

明

嗣

こんにちは。８月に入会しました湘南ステーションビ
ル・ラスカ平塚の藤田です。この度は、入会記念卓話の
機会を与えて頂きまして誠にありがとうございます。本
日は、自己紹介と湘南ステーションビル（株）ラスカの
概要についてお話しさせて頂きます。
最初に自己紹介です。昭和 28 年（1953 年）９月 19
日生まれで乙女座の巳年です。満 62 歳。血液型は 0 型。
４人兄弟の二男坊として横浜市南区に生まれました。最
寄駅は京浜急行線の南太田駅です。家の近くには、高校
野球の強豪であった横浜市立商業高校、通称Ｙ高があり
ます。高速道路では、首都高速狩場線の花之木インター
の近くです。付近一帯は、戦後、進駐軍に接収され、昭
和 31 年に返還されました。幼いころの思い出として、
祖母と散歩に出かけたとき近所にかまぼこ型の建物があ
り、近づこうとすると祖母に「進駐軍」に捕まるからダ
メと怒られたことがあります。太平洋戦争に負けた日本
はアメリカに占領され、日本の要所にアメリカ軍が駐留
した状態が続いていました。このように日本に駐留して
いるアメリカ軍のことを進駐軍と呼んでいたそうです。
小さいころは､ ワンパクだったようで押入れから飛び
降りてよろけて御膳の角で頭をかち割ったり、盆踊りの
櫓から飛び降りて足を怪我しギブス生活をしたりしてい

＜出席報告＞

グランドホテル神奈中

週報第３０２５号

ました。小学校５年の昭和 39 年 10 月に東海道新幹線
が開業し、東京オリンピックが開催されました。友達の
家で初めてカラーＴＶでゼロ系新幹線のアイボリーホワ
イトのボディーにブルーのラインや国立競技場の開会式
を見て航空自衛隊のブルーインパルスが飛行機雲で五輪
を描く光景や日本選手団の朱色のブレザーでの入場行進
が目に焼き付いています。因みにカラーテレビの第一号
は昭和 35 年（1960 年）の松下電器＝現パナソニック
で一台 30 万円もしたそうです。ここで皆さんに質問で
す。パナカラー（パナソニック）
、キドカラー（日立）
、
トリニトロン（ソニー）、サンカラー（三洋電機）
、ユニ
カラー（東芝）。それぞれのメーカー名をご存知ですか。
中学、高校ではサッカー部で主将を務め、文武両道を
目ざしました。中学は何とかなりましたが、高校では
見事に挫折しました。中学３年の時にメキシコオリン
ピッックで日本がメキシコに勝って銅メダルを獲得し、
釜本選手が７得点を上げて得点王になったことが鮮烈な
記憶となっています。高校時代は、サッカー部は人気が
なくマネジャーのなり手がいなくて、クラスメイトの女
子に無理やりお願いしたところ、肝心の試合になると行
方をくらます有様でした。高三の５月頃になると部活を
引退します。受験勉強に精を出さなければいけないとこ
ろですが、部活一筋の反動か、ボーリング、麻雀やゲー
ムセンター、喫茶店などの誘惑に駆られたことも思い出
です。
大学時代（日大商学部）は、公認会計士や税理士を意
識しましたが途中から公務員を目指す気持ちが強くな
り、国家公務員は無理としても地方公務員になりたいと
思いました。正に国鉄も公共企業体で準公務員という位
置づけでした。日本の国鉄は、安全、正確、迅速、そし
て大量輸送という点では、世界に冠たるものでした。神
奈川県庁や横浜市役所、日本国有鉄道を受験。昭和 51
年４月日本国有鉄道首都圏本部に採用され、半年間、基
礎知識研修と現場実習を経て、昭和 51 年 10 月に横浜
駅の出札営業係に配属となりました。当時の国鉄は大赤
字の状態、度重なる違法ストライキや順法闘争、揚句に
運賃値上げにより、国民から愛想を尽かされていました。
私が勤務した横浜駅でもお客さまという「概念」や「気
持ち」がなく、正に乗せてやるという風潮でした。不案
内のお客さまに丁寧に説明や案内をしたり、切符を売っ
て「ありがとうございます」と言ったら先輩から「余計
なことをするな」と怒られたのを今でも忘れません。何
でお客さまに親切に案内したり、
「ありがとうございま

本 日11月26日 会員数 61名 対象者 58名 出席者 44(42)名 出席率 73.33％
前々回11月12日 会員数 60名 対象者 57名 出席者 41(38)名 出席率 68.33％ MUP 4名 計 45名 修正率 75.00％

す」を言ったらいけないのか納得がいきませんでした。
ストは違法だから参加しないと言ったら、スト破りだと
名指しされ、挨拶しても誰も口を利いてくれない日々で
した。私も若かったので自分の考えや信念を変えるつも
りはなく、突っ張っていました。助役や先輩に相談した
時も、
あまりむきになるなと宥められた記憶があります。
どうして、悪いこともしていないのに、接客は大事なこ
となのにと考えると悔し涙が溢れてきました。国鉄はお
かしい。私が学生時代に思い描いていた公共輸送サービ
スとは、
こんなものでは無かった筈だと愕然としました。
その後、京浜東北線の車掌、東京丸の内にある東京南鉄
道管理局の経理部及び事業部に勤務しました。
昭和 60 年７月 26 日の国鉄再建監理委員会の答申は、
速やかに分割民営化を実施することを全面的に打ち出し
た起死回生のものであったと思います。そして、昭和
62 年４月に分割民営化が行われました。私への選択肢
は、JR 北海道、東日本、東海、西日本、四国、九州そ
して貨物会社の 7 社でした。後は国鉄清算事業団とな
ります。前年に結婚したばかりの私の人生において、最
大の転換期でした。幸いにも JR 東日本に入社すること
ができ、内心ほっとしたというのが本音です。JR 東日
本では、本社関連事業本部を経て、平成元年から東京地
域本社事業部で駅構内売店や JR の余剰人員対策として
の直営店舗や飲料自販機事業の管理業務、平成７年本社
関連事業本部で広告事業や店舗開発を担当し、平成 16
年に JR 横浜支社事業部企画課長、平成 17 年４月から
東海道線の藤沢駅長、JR 最後の仕事は内部監査を司る
監査室長で平成 23 年６月に 35 年２ヵ月の鉄道人生を
終了しました。
JR 退職と同時に湘南ステーションビル（株）に入社。
ラスカ小田原店長兼熱海店長、本社営業部長を経て、今
年の６月からラスカ平塚店長に就任。８月から平塚ロー
タリークラブに入会させて頂きました。今後は、
「四つ
のテスト」を念頭に微力ながらロータリアンの義務に
則って活動して行きたいと思います。
（この後、湘南ステーションビル（株）ラスカの概要に
ついて、パワーポイントにて説明。
）
湘南ステーションビルの歴史
・1973(S48)年6月26日
国鉄法改正による出資第1号の駅ビルとして平塚ステーションビル
（ラスカ平塚）設立
・2005(H17)年4月1日
それぞれ単独で経営していた平塚ステーションビル、茅ヶ崎ルミネ、
熱海アボンデの3社が合併
→湘南ステーションビル株式会社 設立
資本金 2億円(株主JR東日本他7社）
・2005(H17)年6月25日
ラスカ小田原開業
・2009(H21)年3月31日
熱海駅ビル建替えの為閉店、2016年秋に新規開業予定
・2013(Ｈ25)年6月26日 ラスカ平塚開業40周年
・2015（Ｈ27）年11月20日
ラスカ茅ヶ崎増床リニューアル開業

ラスカ平塚について①
■基礎商圏

１４万人
駅を中心とした３km圏内

■計画商圏

１０７万人

第一次商圏：平塚市、大磯町、二宮町

（３２万人）

ラスカ平塚について②
■ショップ数 (2014年度）
平塚店１８５店舗
（本館177店、南館8店）
（参考） 茅ヶ崎店 97店舗
小田原店 9１店舗
■スタッフ数
約1,700人
■年間売上 (2014年度）
平塚店
約149億円
（本館132億円、南館17億円）
（参考）茅ヶ崎店 約98億円
小田原店 約97億円

―パワーポイント資料より一部抜粋しました。―

＜委員会報告＞
＜委員会報告＞
◦親睦委員会 委員長 前田孝平
《クリスマス家族例会のご案内》
日 時：12 ／ 24（木）
例 会：17:30 ～
家族会：18:00 ～ 20:00
場 所：当例会場
今回のアトラクションは、お手元の申込み用紙にもご
ざいますが、コーラスグループ・サーカスのボーカル
叶 高、ピアノ 小林真人でお送りします。是非皆様、
ご家族・ご友人をお誘い合せの上ご出席ください。
いつものお願いですが、ビンゴ大会も開催致します。
協賛品のご提供も併せてお願い致します。
＜幹事報告＞
＜幹事報告＞
◎第 48 回平塚市児童生徒創意くふう展への協賛金は、
災害時にもつかえる「ダイナモラジオライト」に使用
しますとのご報告をいただきました。
◎平塚市美術館より下記催し招待券を２組４名様分いた
だきました。
ご希望の方は事務局まで。早いもの順です。ご了承く
ださい。
会 期：12 ／５（土）～ 2016 年２／７（日）
「サラリーマンコレクターの知られざる名品
わ の会」
＜メ ー ク ア ッ プ＞
＜メークアップ＞
４名
木村義広・白石慎太郎・鳥海衡一・柏手
＜本日のスマイル＞
＜本日のスマイル＞

２１名

＜ゲスト・ビジター＞
＜ゲスト・ビジター＞

０名

平塚北

■平塚駅乗降客数 １２万人

※ＪＲ東日本 東海道線
平日 ２８,０００人 休日 ３３,０００人（2014年度）

■来店者男女比率

平日 女性 ７０．９％
休日 女性 ６８．２％

クラブ会報委員会

平塚西

男性 ２９．１％
男性 ３１．８％

◎西村裕子

平塚南
○北本省三

会員

＜卓話・行事予定＞
＜卓話・行事予定＞
１２月１７日（木） かながわ 2780 ロータリー E クラブ
初代会長 渡辺 力様
２４日（木） クリスマス家族会
会場：同例会場
時間：17:30 ～例会
18:00 ～ 20:00 家族会
３１日（木） 休会（定款による）
１月 ７日（木） ニューイヤーコンサート
会場：同例会場
時間：18:00 ～ 20:00
１４日（木） 入会記念卓話 嶋田政光会員
＜市 内 例 会 変 更＞

第二次商圏：茅ヶ崎市、寒川町、秦野市、伊勢原市、中井町、
小田原市の一部
（７５万人）

■一日の来店者数

茂

柏手

茂

12/15 ㈫ 家族親睦忘年会
12/29・1/5 ㈫ 休会
12/16 ㈬ → 24 移動クリスマス家族会
12/23・30・1/6 ㈬ 休会
12/18 ㈮→ 17 クリスマス家族親睦会
12/25 ㈮ 移動例会・1/1 休会
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