
「クライアントと生活者をつなぐ」「クライアントと地域をつなぐ」「クライアントとクライアントをつなぐ」

P R ESS

1

マーケティングスパイス2　　　今日は何の日？カレンダー
4コママンガ「てっこちゃん」　　動画COCOARアプリの使い方

INDEX 2

3

4

浜中会津来て見なサイト紙上版　福島県の今ドキ「まちの駅」シリーズ

会津坂下町「まちの駅 べこの乳アイス牧場の駅」

この町のココがすごい

石川町「大野農園」

SPECIAL EDITION

全国植樹祭ふくしま2018

vol.376
2018.5



SPECIAL EDITIONPRESS

2

第69回全国植樹祭福島県実行委員会事務局（福島県農林水産部全国植樹祭推進室内）
〒960-8043 福島県福島市中町8-2（自治会館１階）
電話：024-521-8628　FAX：024-521-8658
URL：https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/syokujusai/

第69回全国植樹祭ふくしま2018
開 催 日：6/10（日）
式典会場：福島県南相馬市原町区雫地区

第69回目を迎える全国植樹祭が福島県南相馬市で開催されます。
本大会は東日本大震災の被災地では初めての開催となり、「育て
よう 希望の森を いのちの森を」の大会テーマの下、緑豊かなふ
るさとの再生を進めていく上でシンボルとなる大会としています。

全国植樹祭ふくしま2018

その他会場の紹介
　大会当日は招待者でなければ式典へ
の参加はできませんが（一般公募はすで
に終了）、式典参加者のみならず、多くの
方々に全国植樹祭を楽しんでいただける
ように、サテライト会場とＰＲ会場を設けて
います。
　サテライト会場となる、ふくしま県民の森
フォレストパークあだたらでは、式典会場と
サテライト会場を中継で結び、式典会場と
一体となった演出を行う他、ご当地グルメ
や体験コーナー、ステージイベント、植樹活
動などを楽しむことができます。
　また、福島駅東口駅前広場・郡山駅西
口駅前広場・白河駅前イベント広場・会津
総合運動公園にＰＲ会場を設置し、式典
の放映や各種出展ブースを設置します。
　ぜひサテライ
ト会場・ＰＲ会
場へ足を運ん
でいただき全
国植樹祭を体
感してください。

ちの森」と言えます。その森林づくりを
通して、復興に向かって強く歩み続け
る福島の姿を広く発信します。

福島の森林の現状と大会の意義
　前回大会から48年の時を経て、福
島の森林を取り巻く状況は当時とは
大きく変わっています。東日本大震災
によって、津波による海岸防災林の6
割が流出、原発事故による森林づくり
活動の停滞など、福島の森林は震災
で甚大な被害を受けました。今大会で
は森林再生を目標とするとともに、国
内外からの支援に対する感謝の気持
ちを広く発信することを目指し取り組
みます。今大会は南相馬市原町区雫
地区の海岸防災林が会場となります。
海岸防災林は飛砂・潮害・風害防備
等の災害防止機能だけでなく、津波
などの被害から生命財産を守る「いの

全国植樹祭
　全国植樹祭とは、豊かな国土の基盤
である森林･緑に対する国民的理解を
深めるために、1950年以来、毎年春に
開催されている国土緑化運動の中心
的行事です。国体などと並んで「三大行
幸啓」の一つであり、天皇皇后両陛下
のご臨席を仰ぎ、両陛下によるお手植
え・お手播きや各種表彰が行われます。
今大会は、平成最後の開催ということも
あり注目されています。福島県での開催
は2回目で、前回大会は、昭和45年に耶

麻郡猪苗代町天鏡台において開催さ
れました。

▲会場周辺

▲サテライト会場イメージ

おもてなしコーナーステージ

▲天皇皇后両陛下によるお手植え（富山大会）

▲会津若松市
（会津総合運動公園）

▲白河市
（白河駅前イベント広場）

▲福島市
（福島駅東口駅前広場）

PR会場

▲郡山市
（郡山駅西口駅前広場）
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うつくしまふくしまブラあるき
浜中会津より思いをこめて ふくしまの、地域の今、彩発見。 vol.33

福島県内の町や村。そこだけで独自に
発展しているおもしろい事の紹介コーナー この町の、ココがすごい vol.46

後まもない昭和23年9月、会津中央乳業の
前身、坂下ミルクプラントを、戦地のシベリアから帰
還した初代の二瓶四朗が創業。昭和５１年に現社
名へ変更、平成元年には、この地へ新工場建設と
ともに移転、当社のトップブランド「会津のべこの
乳」「会津のべこの乳のむヨーグルト」の本格的な
生産にのりだしました。そして、平成８年、アイスクリー
ム工場兼直売所「会津のべこの乳アイス牧場」を

オープン。会津産の生乳に
こだわりぬいた「会津のべこ
の乳」ならではのアイスクリー
ムを製造販売。その搾りたて
の生乳をふんだんにつかったコクと風味あふれ
るべこの乳ソフトクリームをぜひご賞味ください。

この乳アイス牧場」の名の通り、当
初は、牧場を併設する予定でしたが行政
区の事情により断念。一方、オープン１０年
を前に、平成１７年のまちの駅協議会立あ
げにあわせまちの駅へ加盟、「べこの乳ア
イス牧場の駅」として新たな一歩をふみだ
しました。平成２０年からは、毎年、父（乳）
の日にかけて、「べこ乳マルシェ＆子ウシ
ふれあい体験」と銘打った牧場感覚満載
のイベントを開催。昨年は2千名の来場が
あり、私たちも、大わらわでモー大変でし
た（笑）が、たくさんの子どもたちが、本物
の子牛とたわむれながら、べこの乳をごく
ごく飲む姿をうれしくながめていました。今
年は１０年目を迎えますので、もっと地域に
ねざしてまいります。
詳しくは、まちの駅 べこの乳アイス牧場の駅
→0242-83-2324
http://aizumilk.com/ice.html
浜・中・会津webサイト公開中！→ http://fukuori.com/kitemina/

「まちの駅」シリーズ第33弾。牛乳製造がさ
かんだった会津の地にはぐくまれ、今年で創
業70年を迎える会津中央乳業。そこに、「ま
ちの駅 べこの乳アイス牧場の駅」があります。 

「べ

戦

福島県の今ドキ「まちの駅」シリーズ
会津坂下町「まちの駅 べこの乳アイス牧場の駅」

▲人気のソフトクリームと
アイスクリーム

▲イメージキャラクター
「あの子」

▲会津の地にはぐくまれた
ブランド牛乳

▲まるまるお目々のかわいい
子牛チェアー

▲べこの乳アイス牧場の駅店内

▲イメージキャラクター
「あの子」への寄せ書

▲町内幼稚園からのお手紙

▲アイスクリームのこだわり

大野農園
〒963-7826 福島県石川郡石川町赤羽新宿130
TEL 0247-57-6004　http://www.oononouen.com/

すべてにこだわりを持って
　土づくりからこだわった大野農園の果物は糖度が高く、多く
の方に愛され、県外からも毎年買いにきてくださるファンがたく
さんいます。一年中、大野農園の果物を楽しんで頂けるよう、加
工品の販売に加え、自社に加工場を新設しオリジナルお菓子の
開発、製造、販売を始めまし
た。風味や食感を大事にし
た商品はデザインと包装に
もこだわり、贈り物としての
人気が高くなっています。
　大野農園のショップは
「Orageno」と名付けられて
おり、「自分のうちの自慢の
ものを食べて！」という想い
が込められています。

新しい農業のカタチ
　大野農園ではさまざまな農園イ
ベントを実施しています。果物の花
のお花見バーベキュー、農園ビア
ガーデン、焼きりんご体験など、農
園ならではの楽しい催し物を年間
を通して行っています。イベントによって、つくり手と買い手が直接
触れ合うことができ、お客様に果物の魅力やつくり手の想いを
知ってもらえる機会にもなっています。また、今年の2月には大野
農園のショップ内でカフェもオープンしました。ビニールハウスで
つくられた温かい雰囲気のお店の中に、こだわりがつまった商
品が並び、ここでしか感じられない１つの空間となっています。
　新しい農業のカタチをつくりたいという熱い想いをもつスタッフ
が、創業からの妥協のない
果実栽培を続けながら、農業
の可能性をさらに広げるべく、
今後もわくわくする、楽しいコ
ト・モノをつくりあげていきます。

大野農園は、りんご、なし、ももなどの栽培を行う福島県内最大
規模の面積を誇るくだもの農園です。果物の販売だけではなく、
農園イベントの開催、果物加工食品の販売、キッチンカー事業
などに取り組み、新しい農業のカタチをつくりあげています。

石川町「大野農園」

▲オリジナルお菓子「アップルモナカ」   

▲ビニールハウスで作られたショップ

オラゲーノ
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マーケティングスパイス
第154回 髙橋幸司

有限会社髙橋幸司の事務所取締役社長。価値負けしな
い店・人づくりマン、中小企業診断士。お客様に「あなたの
店がないと、私、困っちゃう」と言わせる、存在価値で負
けない店づくりを志向。商売大好きオーナーの店だけを
一所懸命コンサルティングするかたわら、社員教育、マー
ケティングセミナー、創業塾、各種講演、執筆もどんどん
こなす。1966年福島県生まれ。今月のテーマ：情報量と注意力はトレードオフ

2
　化粧品小売り店の女性店主から新規客が増えたと報告が
あった。施術や化粧品の購入客を増やすには、店に入っていた
だくことが先と考えた彼女は、機器を使った肌診断を無料で提
供し続けていた。案内は店頭看板を使っていたが、先月久しぶ
りに内容を変えたところ、月半ばにもかかわらず、すでに昨年同
月比2倍以上の新規客入店があるという。
　以前の看板のタイトルを振り返っておこう。ブラックボードの
上端に横書きで「肌診断」と記し、その下に診断方法、診断事
例、測定時間、受付時間を写真入りで詳しく解説したチラシを
貼り付けていた。一方、先月書き変えた看板には詳細を解説し
たチラシを貼らず、そのチラシから言葉を抜粋し「本日も無料！
はじめての方も大歓迎！わずか10分でお肌の健康診断！」と3
行に分けて看板いっぱいに縦書きした。どちらが親切な情報提
供かといえば、詳細を伝えた以前の看板の方だ。しかし、反響
は断然後者が良かった。
　店主は変更前後の看板を見比べて、パッと見て分かり易い
のが後者、以前の看板は情報を詰め込み過ぎて伝わり難かっ
たと振り返る。そもそもの狙いは肌診断をきっかけに新規客の
入店を増やすこと。店頭で入ろうか迷う女性に感情移入すると

「初めての方も大歓迎」は外せない。気軽さを強調するなら金
銭的負担のない「無料」だけでなく、時間的負担の少なさを伝
える「10分」も欠かせない言葉だった。この事例から気づくの
は、親切イコールあれこれ詳しくではなく、あれかこれか選んで
伝えること。そして、選ぶには読み手への感情移入が不可欠と
いうことだ。
　頭でわかっていても、つい詰め込んでしまう店主もいるだろ
う。そんな時にお勧めなのは、まず自分（自店）に届く情報を選
択または制限してみること。情報量と注意力はトレードオフだ。
情報が多いとひとつの情報への注意量が減り、応え出しも遅く
なる。選択し潔く捨てることを習慣にすれば、いざお客様に伝え
る言葉を選ぶ時も迷いが無くなり、適切な情報提供ができるの
ではないか。　　　　　　　　　    （平成29年2月11日執筆）

発行／株式会社ケンオリ http://kenori.com/
〒963-0724  福島県郡山市田村町上行合字北川田26-3
TEL（024）944-8400（大代） FAX（024）944-9980

［福島支社］
〒960-2101 福島市さくら3-2-7
TEL (024)594-2155　FAX (024)594-2156

［いわき営業所］
〒970-8025 いわき市平南白土2-6-3
TEL (0246)24-2500　FAX (0246)24-2504

［会津若松営業所］
〒965-0059 会津若松市インター西75
TEL (0242)22-6300　FAX (0242)22-6302

［仙台営業所］
〒980-0014 仙台市青葉区本町1-13-24 錦ビル2F-A
TEL (022)217-6766　FAX (022)721-5580
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iPhone / iPad → App storeから
Android OS   → Google playから

あらかるとの内容を動画や
webでもお楽しみください！

　　 マークのある写真をCOCOAR2で
かざすと動画が再生されます。

お手持ちのスマートフォン、タブレットで
COCOAR2を検索！！

AR広告サービス［ココアルツー］

COCOAR2
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父の日（6/17）：5月の母の日に比べ何故かマイナーな記念日…分からないでもな
いですが、一家のためにがんばるお父さん、プレゼントなど望みません、家族から
「いつもありがとう」の一言さえあれば、さらにがんばるお父さんです。

 　　 　　 　　 　　 先負 仏滅

大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安

赤口 先勝 友引 先負 大安 赤口 先勝

友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引

先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負

測量の日
雲仙普賢岳祈りの日
札幌ドーム開業（2001）

蒸しパンの日
虫の日
天安門事件（1989）

落語の日
ノー・レジ袋の日
ろうごの日

芒種(二十四節気)
補聴器の日
いけばなの日

母親大会記念日
緑内障を考える日
むち打ち治療の日

歯の日
大鳴門橋開通記念日
ヴァイキングの日

横浜港開港記念日
路地の日
甘露煮の日

時の記念日
路面電車の日
緑豆の日 入梅

アンネの日記の日
バザー記念日
恋人の日

小さな親切運動スタートの日
鉄人の日
はやぶさの日

手羽先記念日
世界献血者デー
五輪旗制定記念日

暑中見舞いの日
オウムとインコの日
信用金庫の日

和菓子の日
ケーブルテレビの日
麦とろの日

父の日
ベルトの日
かばんの日

海外移住の日
考古学出発の日
おにぎりの日

理化学研究所創設の日
朗読の日
元号の日

ペパーミントの日
健康住宅の日
世界難民の日

夏至(二十四節気)
がん支え合いの日
スナックの日

日韓条約調印記念日
ボウリングの日
かにの日

天麩羅の日
乳酸菌の日
オリンピックデー 

貿易記念日
パフェの日
ニワトリの日

ビートルズ記念日
星の王子さまの日
佃煮の日

ハーフタイムデー
トランジスタの日
アインシュタイン記念日 

林檎忌(美空ひばり忌日）
ドレミの日
UFO記念日

住宅デー
サザンの日
指定自動車教習所の日

露天風呂の日
オリエンテーリングの日
雷記念日

日照権の日
演説の日
ちらし寿司の日

新聞休刊日

大山まつり（西会津町～６月30日）
気象記念日
バッジの日

ふるさと会津工人まつり（三島町～10日）
ロックウールの日
ロックの日




