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会長挨拶 池田達哉会長
　皆さん、こんにちは。先週は秋の親睦旅行として
一泊で会津方面へバス旅行に行って参りました。紅
葉には少し早かったようですが、山口松之進さんの

孫の手トラベルにお世話になり、「東山温泉の文化に触れる旅」大変
いい旅行が出来ました。また、２日目には、末廣酒造さんを訪問させて
頂いたのですが、新城義雄パスト会長の御本家でありますので、新
城さんにも御参加を頂きながら、普段は見学できない蔵の中や、旧ご
自宅の貴重な資料を見せて頂く事が出来ました。10月は「経済と地
域社会の発展月間」であります。このコロナ禍の中で、会員の皆様も
大変な思いでご商売をされていることと思います。後程、郡山市民に
とっては大切なデパート、うすい百貨店の平城社長に卓話を頂戴した
いと思います。
　さて、今週の土曜日10月24日は世界ポリオデーです。今日は、ポリオ
とロータリーについて少しお話をしたいと思います。ポリオとは、ポリオ
ウイルスによって引き起こされ、手足に急性麻痺が現れる病気です。
「急性灰白髄炎」と表現されていますが、小児期の麻痺性疾患として
代表的な病気であったことから、「小児麻痺」という別名が使われる
こともあります。ポリオは感染すると麻痺を起こし、重症化すると死に至
ることもあります。ポリオに最も有効かつ重要とされるアプローチは、ワ
クチンを予防接種することです。ポリオに対する予防接種は非常に高
い効果が期待でき、日本を含めワクチン接種が制度化されている国
では、長期にわたり発症数がゼロとなっています。ポリオ・プラスは、世
界からポリオを撲滅するというロータリーの大規模な活動で1985年に
発足し、当初の目標は開発途上国の子供たちに、５年間、ポリオの予
防接種を行うために米貨１億2,000万ドルを集めることでした。その
後、2002年、世界的なポリオ撲滅の達成にあたって最も大きな障害は
資金不足であることが判明したため、ロータリーは、「約束を守ろう　
ポリオをなくそう」と呼ばれる新たなポリオ撲滅募金キャンペーンを開
始し、世界のロータリアンの寄付は米貨６億5,000万ドルを上回ると推
定されています。パートナー団体とともに、私たちロータリーは122カ国、
世界25万人以上の子供にポリオ予防接種を行ってきました。活動開
始以来、世界の発症数は99.9％減っていますが、ポリオはまだ根絶さ
れていません。私たちは、目標を実現するまで決して諦めません。以
上、ロータリーとポリオ撲滅についてお話をさせて頂きました。会員の
皆様、お一人お一人の募金へのご協力をお願い致します。

　いよいよ来週からは11月、すっかり山 も々紅葉で色づいてまいりまし
た。コロナの影響で、なかなか外出も厳しいご時世ではございますが、
せっかく良い季節になって来ましたので、三密を避けながらGOTO等を
利用して「紅葉狩り」に出かけてリフレッシュも良いかもしれませんね。
 （幕田　宙晃）

クラブ会報委員会から一言

総員／99名　出席／54名　欠席／45名
出席率／54.55％　前回修正率／63.64％
他クラブ出席／4名

安藤紀彦委員長出席報告

◎本日も例会ご参加ありがとうございます。先週の
親睦旅行楽しかったです。平城社長の卓話楽し

みに。 池田達哉君、佐藤政弘君
◎本日は平城社長の卓話を楽しみにしております。洒落たセンスで宜
しくお願い致します。 伊野泰司君、湯浅大郎君
◎しゃれたセンスのうすい、大ちゃん!楽しいお話しお聞かせ下さい!
64クラブ中54クラブ終了!来週より中央分区に入ります。ガンバリ
まーす。 関根信君、石黒秀司君
◎シャレたセンスの平城社長の卓話を楽しみにしています。
 村上康雄君、菅野秀士君、太田宏君、新城義雄君
 遠藤友紀晴君、佐藤尚宏君、福島佳之君、國津一洋君
 橋本謙一君、高橋孝行君、竹谷金浩君、橋本勝君
◎楽しい旅行ありがとうございました。東山瀧の湯、良かったです。
 初瀬照夫君、平松敏郎君
◎寝ないようにお願いします。 平城大二郎君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

　米山記念奨学生による体験発表会が11月８日㈰
午後２時より、郡山市中央公民館で行われます。ご
興味のある方は事務局へご確認をお願いします。

新会員の紹介と、以前入会していた企業の掘り起こしのご協力を宜
しくお願いします。

幹事報告 佐藤政弘幹事

　本日は会員卓話として㈱うすい百貨店の代表取
締役の平城大二郎さんに卓話を頂きたいと思いま

す。実は今マスクをしながら喋っているんですけど、こちらはうすいさん
で先日購入させて頂きました。購入すると全額WHOに寄付するとい
うシステムがあるみたいですので、是非紳士服のラルフローレンで販
売しておりますので、興味のある方は購入頂ければと思います。

プログラム紹介
伊野泰司委員長

　地区内の64クラブの中、５４クラブへの訪問が終
わりまして、残すところ10クラブということでラストス

地区からの報告
石黒秀司ガバナー

㈱うすい百貨店
代表取締役 平城大二郎君
　これからのうすい百貨店が目指
すものをお話させて頂きたいと思
います。今、新型コロナウイルスによって人々の生活が激変致しまし
た。企業を取り巻く環境は過去に例を見ないほど悪化を辿っているの
が現状です。百貨店も同様に、現在非常に大変な状況になっておりま
す。これは百貨店というのはコロナ以前から外的要因だとか内的要
因等、構造的な問題があって、小売業界では斜陽産業として厳しい
状況で推移をしております。この表は百貨店とコンビニとEコマース

会員卓話

（ネット通販）の10年間の売上推移ですが、百貨店は右肩下がり。コ
ンビニは右肩上がりです。Eコマースはなんと10年前は百貨店と同じ、
若しくはちょっと下だったんですが、今や19兆円で約３倍になっており
ます。これぐらいの差がついてきてしまっております。今年の１月に山形
の大沼百貨店が廃業に追い込まれ、全国で初めて百貨店の無い空
白県が発生してしまいました。８月には徳島のそごうが閉店となり、２番
目の空白県になった。そして福島でも中合が146年の歴史をもって営
業を終了し、うすい百貨店が県内唯一の百貨店となってしまいまし
た。全国では百貨店が１つしかない県はこれで16県目になります。次
は全国の大手百貨店と東北の百貨店、うすいの今年の月別の売上
ですが、３月～５月は急激的に閉店を余儀なくされましたので落ち込ん
でいます。
　うすいと東北と大手の違いというのは、インバウンドの違いです。例
えば銀座三越や大阪の心斎橋大丸は30％ぐらいインバウンドのシェ
アがあるんですが、うすいは0.08ということでその影響を受けなかった
ということで、この差がついている。何れにしてもコロナの影響は非常
に大きかったと言えることだと思います。続きまして５年間の百貨店の
アイテム別の売上の前年比です。化粧品を中心とした服飾雑貨は売
上が拡大しています。食料品と身の回り品は若干落ちてはいますが、
横ばい。ところが衣料品、これが８掛けになっているんですね。今まで
の百貨店というのは、衣料品を中心としたフロア構成になっていて、売
上の中核をなしていたわけです。なおかつ利益率が非常に高いんで
すね。その売上が減ってきているにも関わらず、相変わらず百貨店は
衣料品中心のフロア構成になっている。ここが非常に問題点であると
いうことです。
　現実にうすい百貨店も今年になって29ブランドの衣料品のブランド
が撤退、もしくは廃業しています。レナウンの倒産だとか、オンワードも
10ブランドあったんですが全て撤退してしまった。非常に待ったなしの
状況になってきております。そういう状況下にありまして、先日うすいファ
ンクラブというものが地元の有志の方達で立ち上げて頂きました。全
国でも見ましても非常に珍しいパターンで、他に前例がないということ
です。このことは本当に嬉しくて、ありがたくて、頼もしく思っております。
百貨店のビジョンとして必要なこと、これはやはりリアル店舗の強化だ
と思っております。上質な商品、快適な売り場環境、心のこもったおもて
なし、これらを不変の経営ビジョンとして今まで取り組んで参りました。
しかしながらこのような時代だからこそ、うすい百貨店は新しい価値を
求めていかなければなりません。この難局を打破するために、リアル店
舗の強化に加えまして、今リニューアル・リモデル構想を検討しておりま
す。コロナ禍である今こそ、うすい百貨店が変わる絶好の機会という
風に捉えております。
　本日は今の百貨店の現状と問題点、それからお客様の声から得た
要望等、時代の背景と組み合わせることでうすいが夢のデパートとな
るための新たな方向性を今からお話をさせて頂きたいと思います。リ
モデルに当たりまして、私達はマーケット調査、それからお客様の声や
意識についてのリサーチを致しました。お客様の声につきましては300
名サンプルとしてインターネットでアンケートを実施しております。その結
果として６つの項目について分析を致しました。商圏特性、地域特性、
商業特性、施設分析状況、意識調査分析、事例検証分析、それぞれ
傾向を抽出してあります。例えば商圏特性では、20代から30代の若
年層が沢山いるだとか、うすいのハウスカードにしても20代30代の方
が一番多く会員数になって頂いているということで、やはりこの世代の
取り込みが重要になってくると思っております。現実にうすい百貨店も
20代30代の方の化粧品売上のシェアが凄く高くなっているのも事実
です。次に地域特性につきましては、仙台に次ぐ東北の中核都市で、
産業振興の面では再生可能エネルギーだとか医療機器産業を復興
の柱として位置付けて、最先端の研究施設を持つ一方、インバウンド
を取り込めるような吸引力のある観光だとか商業関連には非常に厳し
い状況にあるということです。地域特性の一つとして、消費動向です
が食品にかける費用、これが非常に特徴的なものがあります。全国と

パートという形になりました。いわき平中央RCにお邪魔した時に、鈴木
パストガバナーから志を頂戴しました。ご自身がガバナーをお務めの
時に初瀬さんのお父様が「多くの郡山のパストガバナーの先生方、郡
山RCのメンバーには大変お世話になりました」。ということで、後程会
長にお渡しをしてニコニコＢＯＸという形にしたいと思います。

福島県を比較した一例ですが、食品だけを見た場合、食品にかける
費用が47都道府県のうち９位です。ところが外食にかける費用は47
都道府県中42位。つまり家食・中食の傾向が非常に顕著な地域であ
るいうことが言えます。福島県は農産物や果物といった資源が豊富で
あるということから、地元との連携が可能なことがこれからの方向性を
考える上で大きなヒントとなると思っております。意識調査では、やはり
平日は圧倒的に価格を重視する傾向があって、衣料品だとユニクロ
だとか、食品ならベニマルだとか、そういったところを利用しているんで
すけど、休日はお陰様で質や品揃えを求めてうすい百貨店に足を運
んで下さるという傾向があるということも分かりました。こうやって支持し
て下さるお客様のうすいについての満足度は、物産展だとかお並び
スイーツだとかイベントが上位を占めるんですが、一方駐車場の問題
だとか商品の価格の高さだとか、食品の品揃え不足だとか多くの不
満も沢山頂いております。うすいに関しまして強い要望があるのは、地
域の市街地中心のラウンドマークとしてのコミュニティの中心地になっ
て欲しいといった声が挙げられております。
　６つの項目から読み取れる課題を纏めますと、５つに集約されます。
若年層をどう取り込むか、効率性を考慮した売り場はどう作るか、地
域のライフスタイルニーズにどう対応していくか、地域資源を生かした
魅力をどう向上させるか、施設のポジショニングを明確化していくか。
この５つに集約される。その課題からリモデルの方向性とした３つで
す。１つは地域性を生かしたブランドの確立。ここでしか買えない、体
験できない、うすい百貨店の独自性の創出、地域・競争型の百貨店を
作り上げていく。２つ目はハイブリッド体制の構築。百貨店の編集売り
場と専門店が共存して、百貨店が持つ上質感を残しつつ新たな価
値観を生み出していく。それぞれの世代に応じた豊かなライフスタイル
を提案していく。３つ目は郡山の中心を担うシンボリックな施設となるこ
と。街の中心市街地が担うべき交流機能とか、賑わいの創出、文化継
承といった役割をうすいが担っていかなければいけないと思っており
ます。４つ目は自己実現、５つ目はソリューションということで、地域のお
客様の満足度を上げて正に５つ星の評価を頂けるような次世代の百
貨店を目指して行きたいと考えております。
　このうすいファイブスターを実現するためには、やはり「幸せ売ってる
デパート、夢のデパート」、これを実現するために非常にハードルが高
いんですが、うすい百貨店一丸となって、また皆さんのご協力を頂きな
がら実現をして理想の形に近づけたいなと思っております。どんなに
時代が変わっても人間の心は変わらない。ITやAIが進んでも人間は
やはり心の満足を得られないと駄目だ。痒い所に手が届くうすい百貨
店でありたいと思いますので、これからもご愛顧宜しくお願いします。

ロータリー財団委員会
　　委員長　遠藤友紀晴君

次 回 第17回例会
令和2年11月5日㈭

会員卓話
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上、ロータリーとポリオ撲滅についてお話をさせて頂きました。会員の
皆様、お一人お一人の募金へのご協力をお願い致します。

　いよいよ来週からは11月、すっかり山 も々紅葉で色づいてまいりまし
た。コロナの影響で、なかなか外出も厳しいご時世ではございますが、
せっかく良い季節になって来ましたので、三密を避けながらGOTO等を
利用して「紅葉狩り」に出かけてリフレッシュも良いかもしれませんね。
 （幕田　宙晃）

クラブ会報委員会から一言

総員／99名　出席／54名　欠席／45名
出席率／54.55％　前回修正率／63.64％
他クラブ出席／4名

安藤紀彦委員長出席報告

◎本日も例会ご参加ありがとうございます。先週の
親睦旅行楽しかったです。平城社長の卓話楽し

みに。 池田達哉君、佐藤政弘君
◎本日は平城社長の卓話を楽しみにしております。洒落たセンスで宜
しくお願い致します。 伊野泰司君、湯浅大郎君
◎しゃれたセンスのうすい、大ちゃん!楽しいお話しお聞かせ下さい!
64クラブ中54クラブ終了!来週より中央分区に入ります。ガンバリ
まーす。 関根信君、石黒秀司君
◎シャレたセンスの平城社長の卓話を楽しみにしています。
 村上康雄君、菅野秀士君、太田宏君、新城義雄君
 遠藤友紀晴君、佐藤尚宏君、福島佳之君、國津一洋君
 橋本謙一君、高橋孝行君、竹谷金浩君、橋本勝君
◎楽しい旅行ありがとうございました。東山瀧の湯、良かったです。
 初瀬照夫君、平松敏郎君
◎寝ないようにお願いします。 平城大二郎君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

　米山記念奨学生による体験発表会が11月８日㈰
午後２時より、郡山市中央公民館で行われます。ご
興味のある方は事務局へご確認をお願いします。

新会員の紹介と、以前入会していた企業の掘り起こしのご協力を宜
しくお願いします。

幹事報告 佐藤政弘幹事

　本日は会員卓話として㈱うすい百貨店の代表取
締役の平城大二郎さんに卓話を頂きたいと思いま

す。実は今マスクをしながら喋っているんですけど、こちらはうすいさん
で先日購入させて頂きました。購入すると全額WHOに寄付するとい
うシステムがあるみたいですので、是非紳士服のラルフローレンで販
売しておりますので、興味のある方は購入頂ければと思います。

プログラム紹介
伊野泰司委員長

　地区内の64クラブの中、５４クラブへの訪問が終
わりまして、残すところ10クラブということでラストス

地区からの報告
石黒秀司ガバナー

㈱うすい百貨店
代表取締役 平城大二郎君
　これからのうすい百貨店が目指
すものをお話させて頂きたいと思
います。今、新型コロナウイルスによって人々の生活が激変致しまし
た。企業を取り巻く環境は過去に例を見ないほど悪化を辿っているの
が現状です。百貨店も同様に、現在非常に大変な状況になっておりま
す。これは百貨店というのはコロナ以前から外的要因だとか内的要
因等、構造的な問題があって、小売業界では斜陽産業として厳しい
状況で推移をしております。この表は百貨店とコンビニとEコマース

会員卓話

（ネット通販）の10年間の売上推移ですが、百貨店は右肩下がり。コ
ンビニは右肩上がりです。Eコマースはなんと10年前は百貨店と同じ、
若しくはちょっと下だったんですが、今や19兆円で約３倍になっており
ます。これぐらいの差がついてきてしまっております。今年の１月に山形
の大沼百貨店が廃業に追い込まれ、全国で初めて百貨店の無い空
白県が発生してしまいました。８月には徳島のそごうが閉店となり、２番
目の空白県になった。そして福島でも中合が146年の歴史をもって営
業を終了し、うすい百貨店が県内唯一の百貨店となってしまいまし
た。全国では百貨店が１つしかない県はこれで16県目になります。次
は全国の大手百貨店と東北の百貨店、うすいの今年の月別の売上
ですが、３月～５月は急激的に閉店を余儀なくされましたので落ち込ん
でいます。
　うすいと東北と大手の違いというのは、インバウンドの違いです。例
えば銀座三越や大阪の心斎橋大丸は30％ぐらいインバウンドのシェ
アがあるんですが、うすいは0.08ということでその影響を受けなかった
ということで、この差がついている。何れにしてもコロナの影響は非常
に大きかったと言えることだと思います。続きまして５年間の百貨店の
アイテム別の売上の前年比です。化粧品を中心とした服飾雑貨は売
上が拡大しています。食料品と身の回り品は若干落ちてはいますが、
横ばい。ところが衣料品、これが８掛けになっているんですね。今まで
の百貨店というのは、衣料品を中心としたフロア構成になっていて、売
上の中核をなしていたわけです。なおかつ利益率が非常に高いんで
すね。その売上が減ってきているにも関わらず、相変わらず百貨店は
衣料品中心のフロア構成になっている。ここが非常に問題点であると
いうことです。
　現実にうすい百貨店も今年になって29ブランドの衣料品のブランド
が撤退、もしくは廃業しています。レナウンの倒産だとか、オンワードも
10ブランドあったんですが全て撤退してしまった。非常に待ったなしの
状況になってきております。そういう状況下にありまして、先日うすいファ
ンクラブというものが地元の有志の方達で立ち上げて頂きました。全
国でも見ましても非常に珍しいパターンで、他に前例がないということ
です。このことは本当に嬉しくて、ありがたくて、頼もしく思っております。
百貨店のビジョンとして必要なこと、これはやはりリアル店舗の強化だ
と思っております。上質な商品、快適な売り場環境、心のこもったおもて
なし、これらを不変の経営ビジョンとして今まで取り組んで参りました。
しかしながらこのような時代だからこそ、うすい百貨店は新しい価値を
求めていかなければなりません。この難局を打破するために、リアル店
舗の強化に加えまして、今リニューアル・リモデル構想を検討しておりま
す。コロナ禍である今こそ、うすい百貨店が変わる絶好の機会という
風に捉えております。
　本日は今の百貨店の現状と問題点、それからお客様の声から得た
要望等、時代の背景と組み合わせることでうすいが夢のデパートとな
るための新たな方向性を今からお話をさせて頂きたいと思います。リ
モデルに当たりまして、私達はマーケット調査、それからお客様の声や
意識についてのリサーチを致しました。お客様の声につきましては300
名サンプルとしてインターネットでアンケートを実施しております。その結
果として６つの項目について分析を致しました。商圏特性、地域特性、
商業特性、施設分析状況、意識調査分析、事例検証分析、それぞれ
傾向を抽出してあります。例えば商圏特性では、20代から30代の若
年層が沢山いるだとか、うすいのハウスカードにしても20代30代の方
が一番多く会員数になって頂いているということで、やはりこの世代の
取り込みが重要になってくると思っております。現実にうすい百貨店も
20代30代の方の化粧品売上のシェアが凄く高くなっているのも事実
です。次に地域特性につきましては、仙台に次ぐ東北の中核都市で、
産業振興の面では再生可能エネルギーだとか医療機器産業を復興
の柱として位置付けて、最先端の研究施設を持つ一方、インバウンド
を取り込めるような吸引力のある観光だとか商業関連には非常に厳し
い状況にあるということです。地域特性の一つとして、消費動向です
が食品にかける費用、これが非常に特徴的なものがあります。全国と

パートという形になりました。いわき平中央RCにお邪魔した時に、鈴木
パストガバナーから志を頂戴しました。ご自身がガバナーをお務めの
時に初瀬さんのお父様が「多くの郡山のパストガバナーの先生方、郡
山RCのメンバーには大変お世話になりました」。ということで、後程会
長にお渡しをしてニコニコＢＯＸという形にしたいと思います。

福島県を比較した一例ですが、食品だけを見た場合、食品にかける
費用が47都道府県のうち９位です。ところが外食にかける費用は47
都道府県中42位。つまり家食・中食の傾向が非常に顕著な地域であ
るいうことが言えます。福島県は農産物や果物といった資源が豊富で
あるということから、地元との連携が可能なことがこれからの方向性を
考える上で大きなヒントとなると思っております。意識調査では、やはり
平日は圧倒的に価格を重視する傾向があって、衣料品だとユニクロ
だとか、食品ならベニマルだとか、そういったところを利用しているんで
すけど、休日はお陰様で質や品揃えを求めてうすい百貨店に足を運
んで下さるという傾向があるということも分かりました。こうやって支持し
て下さるお客様のうすいについての満足度は、物産展だとかお並び
スイーツだとかイベントが上位を占めるんですが、一方駐車場の問題
だとか商品の価格の高さだとか、食品の品揃え不足だとか多くの不
満も沢山頂いております。うすいに関しまして強い要望があるのは、地
域の市街地中心のラウンドマークとしてのコミュニティの中心地になっ
て欲しいといった声が挙げられております。
　６つの項目から読み取れる課題を纏めますと、５つに集約されます。
若年層をどう取り込むか、効率性を考慮した売り場はどう作るか、地
域のライフスタイルニーズにどう対応していくか、地域資源を生かした
魅力をどう向上させるか、施設のポジショニングを明確化していくか。
この５つに集約される。その課題からリモデルの方向性とした３つで
す。１つは地域性を生かしたブランドの確立。ここでしか買えない、体
験できない、うすい百貨店の独自性の創出、地域・競争型の百貨店を
作り上げていく。２つ目はハイブリッド体制の構築。百貨店の編集売り
場と専門店が共存して、百貨店が持つ上質感を残しつつ新たな価
値観を生み出していく。それぞれの世代に応じた豊かなライフスタイル
を提案していく。３つ目は郡山の中心を担うシンボリックな施設となるこ
と。街の中心市街地が担うべき交流機能とか、賑わいの創出、文化継
承といった役割をうすいが担っていかなければいけないと思っており
ます。４つ目は自己実現、５つ目はソリューションということで、地域のお
客様の満足度を上げて正に５つ星の評価を頂けるような次世代の百
貨店を目指して行きたいと考えております。
　このうすいファイブスターを実現するためには、やはり「幸せ売ってる
デパート、夢のデパート」、これを実現するために非常にハードルが高
いんですが、うすい百貨店一丸となって、また皆さんのご協力を頂きな
がら実現をして理想の形に近づけたいなと思っております。どんなに
時代が変わっても人間の心は変わらない。ITやAIが進んでも人間は
やはり心の満足を得られないと駄目だ。痒い所に手が届くうすい百貨
店でありたいと思いますので、これからもご愛顧宜しくお願いします。

ロータリー財団委員会
　　委員長　遠藤友紀晴君

次 回 第17回例会
令和2年11月5日㈭
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