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卓話「地方における制作プロダクションとして」卓話「地方における制作プロダクションとして」

■ 加島　繁君
　私どものライコー株式会社は、映像制作会社
であり、ＭＢＣ南日本放送グループの１つで
す。同放送局の番組制作、ニュース取材を中心
に活動し、他にも国や自治体、企業の広報映像
やＣＭ等の企画制作、各種イベントの企画運営
を行っています。自社ビルに撮影スタジオ、デ
ジタル編集室、マルチオーディオ室を完備し、
撮影機材も揃っています。
　企画、撮影、編集録音と全てのスタッフ陣が整っている総合制作
会社で、その中で報道制作部と企画部があります。報道制作部のカ
メラマンはＭＢＣ南日本放送を中心に動き、企画部は、ディレク
ターが番組やＶＰ・ＣＭなどを企画、演出、撮影して、社内で映像
編集、音声の編集作業を行っています。

　地方における制作プロダクションの流れ
の話をする前に、國料、大須の築いたライ
コーの話にふれることによって、少しは制
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本日のプログラム

寛容の精神で友情の絆寛容の精神で友情の絆

会  長  の  時  間 宇都　和治
―鹿児島の１００年企業燦燦と！―
　皆さんこんにちは。本格的な梅雨の季節
になりました。この季節は気持ち的にネガ
ティブになり免疫力が落ちると言われてい
ます。体調を整えバランスのいい食事、十
分な睡眠をとり、適当な運動でメリハリの
ある日々を過ごしてまいりましょう。
　６月は「親睦活動月間」となっています。
ロータリーの特別月間とはクラブではなく、ロータリアン一
人ひとりがロータリー親睦活動に参加するよう強調する国際
ＲＩ理事会が指定した月間のことであります。
　本日は、年度最後となるラウンドテーブルが社会奉仕委
員会の担当で「ごはんの時間」で予定されています。３年未
満のメンバーに限らず、中堅、先輩、お元気な年輪会の皆様
もご都合のつく人は是非参加していただき、異業種間の情
報交換、先輩、後輩の「為になる話」など大いに語り、クラ
ブメンバーとしての「親睦活動月間」を楽しく締めくくりま
しょう。
　秋１０月いよいよ創立４０周年式典、祝賀会が開催されま
す。いま一度団結して実行委員会を中心に全員で式典モー
ドに切り替えてまいりましょう。
　職業奉仕に因んだトピックスを紹介します。
　今日企業として創業２０周年、３０周年はあっても、５０
周年１００周年を迎える企業はなかなかありません。２０１５
年に１００周年を迎えた企業を紹介いたします。
　事業が成功して一時は飛ぶ鳥を落とす勢いと噂になった
会社、業界を席巻する業績を上げ次々と支店を拡大する等、
いろいろありますが、もうあそこは一代で終わったなぁとか、
三代目があの会社はつぶしたなぁとか５０年ましては１００
年続く企業はなかなかありません。
　２０１５年に「周年記念」を迎えた主な企業は鹿児島県に
有）森伊蔵酒造１３０年、（株）加根又本店９０年、南国殖

産（株）７０年等があります。九州には７０社が１００周年
を迎え長寿企業の仲間入りをしたそうです。（帝国データ―
バンク）
　我がクラブに２０１５年に１００周年を迎えた企業があり
ます。どこの会社と思いますか？法人会に入会していらっ
しゃる企業の方は御存知だと思います。
　岡部龍一郎会員の「株式会社　土佐屋」でございます。
先ずもっておめでとうございます。社訓を紹介しますと土佐
屋グループは３つの豊かさを創ります。
１、　「地域社会の豊かさ」
２、　「お客様並びに取引先の皆様の豊かさ」
３、　「社員とその家族の豊かさ」
　以上３つの豊かさを唱っています。
　大正２年８月２６日、霧島市国分で開業、戦前戦後を乗り
越え金物類販売からスタート。今や、セメント、鋼材の販売、
生コン工場の新設、コンクリート製品販売等の事業拡大。更
に昭和４７年には鹿児島空港ホテル、４９年に鹿児島空港カ
ントリークラブ、平成７年に溝辺カントリークラブをオープ
ン、リゾート事業へ着手。更に環境事業部土佐屋リサイクル
センターの稼働、平成２４年にはインテリア事業部設立。介
護福祉分野にも進出、デイサービス事業部開設。又、平成
２７年本社移転新設ショールームオープンなど、この半世紀
素晴らしい発展を築かれました。土佐屋創業１００周年を記
念して創業発祥の地、霧島市に災害対策用ハンドマイクを
寄贈されています。
　前から社名が何故土佐屋かと思っていたんですが、創業
者の出身地が徳島県で、なぜに「土佐屋」という社名にしたか
と言うと、創業当時に販売していた金物類の大半を高知土佐か
ら仕入れていて会社設立の礎となった。土佐の商品への感謝の
意をこめて「土佐屋」の社名にされたそうです。
　「お陰様で１００周年、感謝　そして未来へ」のテーマを掲げ
勇躍新しいスタートを開始されました。更なる大躍進を祈りま
す。岡部ロータリアン誠におめでとうございました。
（ほうじん鹿児島Ｖｏｌ１３「秋号」より抜粋）

前回例会出席率
69.81%

作プロダクションの動き、歴史が見えてくるのではないでしょう
か。
　３５年前ライコー創立者の國料覺は、トヨタ自動車の専務を経て
制作プロダクションのライコーを創りました。
　婚礼ビデオが主な仕事で、本格的な仕事をするようになったの
は、学生時代、映画のシナリオライターを目指していた大須仲志が
広告代理店を経て入社してからです。
　大須がまずレベルを上げる為に手を打ったのがカメラマン、ディ
レクター、音響マン、映像技術の充実でした。
　その後、広告代理店からのコマーシャルの発注や市町村の観光ビ
デオなどの制作でしたが、一番影響が大きかったのは南日本放送の
報道カメラマンを派遣する為のグループ企業の扱いになったことで
す。
　ここでめまぐるしく変わるカメラについて話をしますと、ライ
コー設立以前の映像制作会社、テレビ局は、フィルムを使用してい
ましたので、今のビデオのようにすぐ再生してチェック出来るので
はなく、夜の撮影などのライティングや撮影後の現像の出来具合な
ど光の当る計算が大変でした。とくにコマーシャルなどの撮影に
は、映画を撮るカメラマンやスチールカメラマンなどを経験した人



我がクラブの新たな奉仕活動として、何がふさわしいのかを皆様で
話し合って頂きました。
■ 第１班　　　　　　　　　　　　　　　　  発言者：田中　和俊
・会員卓話を増やす。
・経営の苦労話やアイデア、創業者としての苦労話、二代目、三代
　目の苦労話など。
　　商売につなげるためにロータリーに入る人はすぐに辞めていっ
　た。入るのも面接があって、それまでの実績が必要であった。人
　格を形成する。職業奉仕というとむずかしいことのようである
　が、まずはお互いの職業を知って勉強しあう。
■ 第２班　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深野木　信
・永い歴史を持つ企業経営者による卓話。
・高校、大学との連携による面接訓練、就職フォーラム。
■ 第３班　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大坪　泰三
・既に「職業奉仕賞」授与～選定企業を捜すのが大変。「職場訪問
　例会」の２事業で充分。
・会員の職場に限定せず、会員以外の職場も対象としたらどうか。
　（例えば、会員の紹介する職場。或いは、公の仕事をしている

　職場。市立病院、自衛隊、消防局等）
■ 第４班　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　長濱　まや
・学生を対象に、職業紹介をし、模擬面接を行う。
・あまり知られていない、会う機会のない職業の方を招いて卓話を
　してもらう。
・会員同士の職業についてもあまり知られていないことがあるので
　会員の職業についての紹介をする機会をもうける卓話。
■ 第５班　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　高岡　和也
・企業コンプライアンスについて実例を交えて弁護士さんに話をし
　てもらう。
・専門職の方の話を聞く場を設ける。
・会員紹介を定期的に例会で行う。
・企業紹介、会員同士の職業を理解し合う事が大切ではないか？
・４つのテスト、自己研研鑽
■ 第６班　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　志賀　啓一
・自分の職業を一生懸命やるのが職業奉仕なのでその発表をするの
　はどうか
■ 第７班　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　三島　浩幸
・中、高生対象に職種、内容等理解しやすく説明する出張フォーラ
　ムを開催する。
・職場訪問＝本坊酒造
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夜間例会　18：30～　アーバンポートホテル
「会長・幹事　任期を終えて」「会長幹事慰労会」兼ＲＴ

次 回 例 会　平成28年6月27日（月）

ロータリーソング：「それでこそロータリー」
職業宣言唱和：３・４
ゲスト紹介：
　ベストフレンド＝富国生命鹿児島支社 支社長　清水　真二様
　　　　　　　　　明治安田生命鹿児島支社 支社長　竹田　孝博様
会長挨拶：会長　宇都　和治君
結婚記念日お祝い：逆瀬川尚文君（１日）　中間　貴志君（３日）
　　　　　　　　 川畑　英樹君（８日）　志賀　啓一君（　日）
会務報告：幹事　深野木　信君
１）本日の配布　①月信　６月号　②ロータリーの友　６月号
　　　　　　　 ③新入会員候補者資料
２）配布してあります新入会員候補者
　　富国生命鹿児島支社　支社長　清水　真二様
　　明治安田生命鹿児島支社　支社長　竹田　孝博様
 　この入会について異議のある方は本日から７日間の内に幹事
 　までお申し出下さい。お申し出のない場合は、異議のないものと
 　認め、入会の手続きをとりますのでご了承ください。
３）掲示板　①５月度収支計算書
４）学習会　例会終了後　例会場
５）本日　ラウンドテーブル　１８：３０～
 　ごはんのじかん　担当：社会奉仕委員会

６）次期委員長会議開催について
　 日時：６月１５日（水）　１８：３０～
　 場所：ふぁみり庵はいから亭与次郎本店
７）次週　６/２０　例会プログラムは
　 １００％出席例会
　 次年度委員会別打ち合わせ
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
３分間情報：友の見どころ→広報雑誌ＩＴ委員長
卓話：会員卓話＝加島　繁君
　　　　　　　　「地方における制作プロダクションとして」

第1815回例会
前々回（5月30日）の補正

56名
56名

37名
40名

69.81%
76.92%

出席報告 会員数 出席数 出席率

6月13日のスマイル  小計 18,000円　2015～2016年度　累計 980,447円

た。感謝のスマイルをいたします。私の代でつぶされることがないよ
うがんばってまいります。皆さんへご支援よろしくお願い致します。
●池脇　剛君／北海道へ息ぬきの旅へ行って来ました。仕事２割遊
び８割でリフレッシュ出来ました。又、誕生日祝い有難とうございま
した。
●中間　貴志君／結婚祝いをいただき、ありがとうございます。丸９
年がたちました。入籍時は、司法試験の受験生でした。今も嫁に頭が
上がりませんが、ぼちぼち頑張ります。
●志賀　啓一君／結婚記念日祝、ありがとうございます。６年目に入
り、二児をもうけましたが、未だに倦怠期という言葉の意味がわかり
ません。ですが一方通行かもしれないので、今後も気を付けます。

●深野木　信君／加島様、本日の卓話ありがとうございます。マジで
楽しみにしていたのですが、所属協会の役員会のため拝聴できなく
なりました。週報で自宅学習いたします。
●神野　洋介君／先週息子の結婚で過大なるお祝を頂き有難うござ
いました。皆さん出席しましょう。そしてスマイルをしましょう。いい
事がありますよ！
●川畑　英樹君／結婚祝いありがとうございます。６月８日、今日の
様な雨の日に結婚式をしました。遠い遠い昔の事です。妻に感謝しな
がら、これからも頑張ります。
●岡部　龍一郎君／宇都会長、土佐屋のＰＲありがとうございまし

ラウンドテーブル　　担当：社会奉仕委員会　　日時：６月１３日（月）18:30～　　場所：ごはんのじかん
参加者：小福田・加島・森園・吉村・宇都・丸山・尾辻・丸元・稲留・川路　計１０名

職業奉仕フォーラム「今後の新たな職業奉仕活動について」職業奉仕フォーラム「今後の新たな職業奉仕活動について」

が多く、ミスをしたとしても、もう一回撮影することは予算面でゆ
るされない事でした。
　フィルムに変わるビデオテープで録画できるビデオカメラが発売
されると、全世界が、特に報道関係が大きな関心をしめし、多くの
制作プロダクションが全国に出来、地方にも映像会社が増えまし
た。ライコーの発足もこの頃です。このビデオカメラは、カメラマ
ンも撮影した映像がすぐ見られるということで、画期的な事でし
た。
　鹿児島でも映像制作会社が数社出来、特に結婚式などのビデオを
中心に発足しています。その時ソニーのベーターテープか松下電器
他の共同電機会社のⅤＨＳにするのか揉めた時代でした。家庭用
は、ⅤＨＳが主力になり、放送用はソニーのベーターテープが大半
を占めました。
　このように、地方における制作プロダクションは、時代によって
大きく変化しています。取り込むテープによりカメラと編集室が大

幅に変わっていくということです。さらに、最初のカメラからする
と大きさも何十年たった今では小型化され画質もハイビジョンにな
りました。フィルムからテープ、さらにテープからメディアカード
などのデータの時代へと変化していきますが、カメラも４Ｋ、８Ｋ
という密度の濃い画質の良い時代へと進んでいくようです。
　撮影機材で最近使われるようになったのが、今話題のドローンで
す。
　ライコーでのドローン撮影は、カメラマンが操縦しながら撮影し
ていますのでカメラマン目線での画角や動きなどが映像に付加価値
をつけ、インパクトを与える事で評価されています。
　カメラの世界は新しい機器と共に大きく変化し、広がっていきま
す。
　私達も地方の制作プロダクションとしてレベルアップをはかり頑
張っていきますのでよろしくお願い致します。


