
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

声を出して笑えるようなものをやって

から現場に送り出しています。また日

頃、社員にアルバイトの皆さんへの声

がけをお願いしてきました。ちょっと

した対話なんですが、できれば名前を

呼んで。挨拶運動でしょうか。 

さらに、アルバイトのための「感謝デ

ー」を実施しました。クローズ後にア

ルバイトの皆さんのためにパレードを

上演したり、飲食を提供したりと、日

頃の感謝の気持ちを込めて社員が精一

杯のおもてなしをしたのです。これも

社員からの声がきっかけです。また、

大学生の就活応援のための模擬面接、

日頃の頑張りを評価する表彰制度も定

期的に実施しました。 

それからこの 5 年でスタッフのコスチ

ュームを新調しました。モチベーショ

ン向上に繋がっていると思います。 

ゴールデンウイークのすごく混んだ日

に、夕方になってあるスタッフと廊下

ですれ違って、「すごく混雑して大変

だったでしょう」と言ったら、「私だけ

じゃないんで」と素敵な笑顔を返され

て、感動しました。小さな経営者みた

い。ワンチームですね。 

－経営手法は「改革」とは言わず「み

んなのお母さんになる」でした。 

小巻 「改革」とは言わないように意識

しています。「改革」しましょうと言う

と現状否定の意味になります。でも今

やっていることが全部ダメなわけでは

なくて、いろいろな理由で上手くいっ

てなかっただけなので、「改革」と言っ

てしまうと、認められない気持ちが生

じてしまうかなと思ったんです。そこ

で、｢試しにこういうやり方でやってみ 

 

この新春号では、今年 30 周年を迎える

サンリオピューロランド(以下、ピュー

ロランド)の小巻亜矢さんにインタビ

ューさせていただきました。ハローキ

ティでおなじみのピューロランドは小

巻さんの就任以来、低迷の危機を脱し

て、現在では笑顔と活気に満ちて、大

変な賑わいを見せています。 

－ピューロランドはここ数年でイメー

ジアップが図られ、入場者もＶ字回復し

たそうです。これを実現した秘策とは。 

小巻 秘策のようなものはありません。

私が 2014 年に赴任してきた時に感じ

たいろいろな課題、目に見える課題と

目には見えないけど感じる課題があり

ました。目に見える課題としてはデザ

インです。館内サインなどのデザイン

がバラバラで、統一感がありませんで

した。部署ごとの連携が取れていない

のだと感じました。目に見えない課題

としてはスタッフに笑顔がないことで

した。テーマパークはお客様に気持ち

よく過ごしていただくことが命ですの

で、サービスを行っているスタッフの

気持ちを上げて、笑顔があふれるパー

クにすることが一番の緊急課題ではな

いかと思いました。 

そこで、800 人近くのアルバイトを含

めた接客部門のスタッフ全員が参加す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たら」という方法がいいかなと。結果

よりも気持ちが大切だなと思っていま

した。それは「基本の基」だなと思い

ます。 

日本の組織の場合は気持ちが大切です

よね。一人一人がダメということは、

むしろ経営の方の責任です。 

－肝の据わり方とは。 

小巻 誰かが思い切り信じないと組織

というのは変わらない。ピューロラン

ドはこんなにいいところで、ハローキ

ティや多くのファンを持っているキャ

ラクターがいます。しかも屋内型とい

うすごい強みがあるわけです。これで

成功できないわけがない。なんでみん

なが可能性を感じることができないの

かがむしろ分からなかった。 

多分それは、今までなかなか結果が出

てこなかったので、気持ち的に前を向

けなかったのでしょう。私はいきなり

外から来たわけですから、いいところ

も課題もはっきりと見えました。その

ため、何をすれば良いのかも明確でし

た。そして、ピューロランドは絶対に

良くなると誰よりも信じていたと思い

ます。やると決めたら、やるのが私の

信条です。 肝が据わっているという

か、｢肝っ玉母さん｣ですかね。 

(２面につづく) 
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新春インタビュー 

サンリオピューロランドは「笑顔」と「癒やし」がいっぱいです （１）     小巻 亜矢 

多摩市立唐木田コミュニティセンター 〒206-0034 多摩市鶴牧 6 丁目 14 番地 TEL: 042-338-6333  休館日：第 2・第 4 月曜日 

※唐木田図書館休館日：毎週月曜日、祝祭日 ※和カフェ定休日：毎週月曜日、祝祭日 

る朝礼の仕組みを作ったことは大きか

ったと思います。エリアを越えてアル

バイトや社員がコミュニケーションを

とって風通しのいい会社にすることや

サービスのスキルを上げ、いろいろな

情報を共有するために毎日 15 分の朝

礼を一日 12 回程度繰り返しました。 

また全社員が参加し、部署ごとの壁に

扉を開ける｢対話フェス｣も実施しまし

た。目に見えない部分の課題は、コミ

ュニケーションを活発にすることによ

って克服していきました。 

目に見える部分に関して言いますと、

私はテーマパークの仕事をずっとして

きたわけではないので、みんなのなか

にあるアイデアを引き出すような対話

を心がけてきました。 

その結果、目に見えないところも目に

見えるところも徐々に結果が出て来た

ということで、何か秘策があるわけで

はなくて、本当に繰り返し手探りでや

ってきました。その秘策をあえて一言

でいうなら「対話」だと思います。 

さらに具体的には、ターゲットに直接

情報が刺さるようにプロモーションを

ウェブに切り替えていったり、ターゲ

ットごとに、世代別、地域別のイベン

トなどをやることで集客を広げてい

く。もともとみんなが持っていたアイ

デアが積み重なって、入場者数がＶ字

回復してきたと思っております。 

－アルバイトの教育はどのように。 

小巻 教育は難しいですよね。週に 1、

2 回しか来ない方もいれば、ベテラン

の方もいて、入れ替わりも多いので。

まず、毎日朝礼でちょっと楽しいプロ

グラムをとり入れて、みんなが思わず

  

 

 

 

 

 

謹 賀 新 年 
 

撮影：田中登代子氏 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

く、力を合わせて、一人も取り残さな

い世界にという想いで、60 年前から創

業の父 辻信太郎の想いで始めている

会社ですから。 

それを体感できるリアルな場としての

ピューロランド、それからデジタルの

技術によってそれが瞬時に世界中で楽

しめるような取り組みがおそらく可能

になってくる。ピューロランドの時代

が来るというのは、やることがもっと

広がるし、見えてきたと思っています。 
 (次号へつづく) 

プロフィール：小巻 亜矢(こまき あや) 
(株)サンリオエンターテイメント代表取締役社長。

サンリオピューロランド館長。東京大学大学院修

了。1983 年(株)サンリオ入社。結婚退社などを経 

て 2014 年(株)サンリオエ

ンターテイメント顧問。

2016 年サンリオピューロ

ランド館長。2019 年 6 月

より現職。著書「サンリオ

ピューロランドの人づく

り」(ダイヤモンド社)ほか 
 

東京 2020公認プログラム 

多摩市オリンピック・パラリンピック推進事業 

 ～ 楽しく！美しい！ラジオ体操教室 ～ 

☆日 時：1 月 14 日(火) 10:00～12:00 (ラジオ体操第１) 

     1 月 21 日(火) 10:00～12:00 (ラジオ体操第 2) 

☆場 所：2 階ホール 

☆参加費：無料(当日は直接会場へ) 

☆定 員：20 名(申込み先着順) 

☆講 師：山田小太郎氏(国士舘大学男子新体操部監督) 

☆主 催：多摩市、学校法人国士舘 

     健康・スポーツ部会 
                       

菖蒲館ウォーキング 

 ～ 観梅 原峰公園 ～ 

☆日 時：2 月 24 日(月)  9:30 菖蒲館集合 

☆コース：多摩中央公園～愛宕かえで館～熊野神社 

      (約 7ｋｍ、2 時間半) 

☆参加費：100 円(保険代ほか) 当日直接受付 

☆持ち物：飲み物、帽子、雨具等※ 歩きやすい靴と服装で 

☆主 催：健康･スポーツ部会 

 

近隣地域のどんど焼きのお知らせ 

☆日 時：1 月 14 日(火) 

☆場 所：中組自治会(二反田公園)  16:00～20:00(16:30 点火) 

：唐木田自治会(唐木田公園) 17:00～20:00(17:00 点火) 

：山王下自治会(高岸公園)   17:30～20:00(17:30 点火) 

 

ハロー From Shobukan からきだ菖蒲館広報紙 

次号は 2 月 23 日 発行予定 

 

  

 

 

 

 

 

日曜朝市 

地元産の新鮮な野菜が菖蒲館の広場に！ 

☆日 時：第 99 回 1 月 19 日(日) 9:00～11:00 
第 100 回 2 月 16 日(日) 9:00～11:00 

毎月 1 回実施(原則第 3 日曜日)     

☆場 所：菖蒲館 玄関前広場 

☆販売品：地元産の野菜など 

☆主 催：日曜朝市実行委員会 

 
※問合せ・申込：☎042-338-6333(事務局)10:00 より 

  

  

 

花いっぱい運動でつくる“絆” 

みなさんのご協力で、菖蒲館は四季折々、様々な草花で

いっぱいです。協力員の方々とご一緒にご参加下さい。 

☆日 時：1 月 18 日(土) 10:00～ 

     2 月 15 日(土) 10:00～ 

 

 

 

☆場 所：菖蒲館玄関前 

☆主 催：まちづくり部会 
※この活動は一般財団法人セブン-イレブン記念財団の助成を受けています 

福祉なんでも相談会 

～ 福祉、介護、認知症ほか 気になる事、悩み事、 

     どなたでもご利用できる身近な相談窓口です ～ 

☆日 時： 1 月 21 日(火) 14:00～16:00 

      2 月 18 日(火) 14:00～16:00 

☆場 所：1 階第１会議室 ☆参加費無料(直接会場へ) 

※相談員は社協・包括の職員｡相談内容は守られます 

☆主 催：福祉部会、多摩市社会福祉協議会 

     多摩センター地域包括支援センター 

新春 からきだ菖蒲館寄席 

～ 三笑亭可龍 独演会 ～ 

☆日 時：1 月 18 日(土) 14:00～ 

☆場 所：2 階ホール 

☆入場料：500 円(小学生以下無料) 

☆主 催：文化部会 

■三笑亭可龍 プロフィール 
1978 年 東京都府中市出身 

1996 年 九代目三笑亭可楽に入門 

2010 年 真打昇進 

2013 年 3 月菖蒲館初出演  

現在、新宿末広亭、浅草演芸ホール、池袋演芸場、 

国立演芸場などで活躍中 

 

 

 

  

 

  

パソコン教室 

～ やさしい Windows10入門(初級) ～ 

☆日 時：2 月 13 日から毎週木曜 10:00～12:00 

☆場 所：2 階第 2 会議室 全５回 

☆定 員：5 名(申込み先着順 受付 10:00～)電話受付可 

☆受講料：2000 円(5 回分一括納入) 

☆機 器：ノートパソコンを貸与 

☆主 催：パソコン教室特別委員会 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(１面からつづく) 

－想定外の逆境をどのように克服され

たのでしょうか。 

小巻 病気など苦しいこともいろいろ

あったのですが、すべての出来事に意

味があるといつも思うのです。ですか

ら今でも日々いろいろなことが起きま

すよね。でもそれは学びでしかなく、

気づきでしかないのです。 

－コーチングとか人間学、そういうも

のは逆境に原因がありますか。 

小巻 もちろんあります。いろいろな

ことがあったからこそ人の心に興味を

持って、自分自身もいろいろな葛藤を

しようと。せっかく生きているんだっ

たら、やりたいことをやらないともっ

たいないと思いました。そういうあた

りで肝が据わったんでしょうね。今は

健康です。 

－ピューロランドの時代が来る… 

小巻 弊社はキャラクターという強い

コンテンツを持っていますので、テー

マパーク事業はこれからも絶対伸びる

だろうと思っています。キャラクター

は生活必需品ではない。機能ではなく

感性。｢可愛い｣とか｢癒される｣とか、

その人にとって意味のあるものは、す

ごくバリューを持つものになってきて

いる。まさにピューロランドの時代で

はないかと自負しています。 

今ピューロランドでやっていることが

あっという間にＳＮＳで世界中に広が

ります。今はデジタル化によって世界

がものすごく近くなっています。株式

会社サンリオは世界中がみんな仲良

抱えてやっと光が見えるようになった

というのは人生の後半なのですよね。

そういうことから学んだことがありま

す。「答えはその人の中にしかない。」

それを引き出すコミュニケーションを

とりながら、モチベーションを上げた

り、生かしていこうというのが、サン

リオのいうソーシャルコミュニケーシ

ョンの基本だろうという答えを私なり

に見いだしたのです。 

私はそこにずっと興味があり、勉強が

したかったのです。そして人の心につ

いて深く知りたくて大学院に行きまし

た。かなり大変でしたが楽しかったで

すね。仕事もしながらでしたので、集

中力が培われたと思っています。 

－ご健康は。 

小巻 大病を患った後で、起業した

り、大学院に行ったりしましたが、も

うこれで大丈夫だろうという気がして

いました。後悔しないような生き方を

 

 

第 40回地域健康医療講座 

 ～ 肺炎という病気と予防法 ～ 

☆日 時：2 月 14 日(金) 14:00～16:00 

☆場 所：2 階ホール 

☆参加費：無料 

☆定 員：40 名(当日会場にて受付、先着順) 

☆講 師：久米一誠医師(天本病院) 

｢肺炎について｣講義 

：田中仁士言語聴覚士 

｢嚥下機能と予防法｣講義と口腔体操 

☆主 催：健康･スポーツ部会 
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