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2020～2021年度 国際ロータリー会長

ホルガー・クナーク

●会 長 加島 繁 ●副会長 橋元 隆 ●幹 事 高岡 和也 ●編 集 広報・雑誌・IT委員会（公共イメージ）

本 日 の
プログラム

２月

クラブ奉仕フォーラム
加島

繁

こんにちは。本日の会長の時間は、私の友人の
話です。
ピアニストの入来さんが、例会の始まる前や、
食事時間に弾いていただく曲の中に「ダニーボー
イ」があります。その曲を聴くたびに思い出すの
が、私の友人で元フリーライターの天野洋一さん
です。25 年前私が、鹿児島の企業の 50 周年記念
式典を任された際、天野さんと出会い意気投合し、
以来仕事やプライベートで長いお付き合いをしてきました。
天野さんは、鶴丸高校を卒業後、国際基督教大学へ入学、卒業
後は、日本読書新聞、鹿砦社（ろくさいしゃ）を経て世界を放浪し、
後にフィリピンのミンダナオ島ダバオ市に在住しました。ダバオ
市は太平洋戦争時に多くの日本人が移民し、ダバオ織りなど日本
街として発展していましたが、戦争後は多くの日本人が犠牲にな
りました。取材を続けながら出筆した、ダバオ移民と日系二世た
ちの悲劇の歴史を解き明かした著書が第 12 回ノンフィクション賞
新人賞を受賞しました。
その後もジャングルのゲリラの取材などを通して日本へ発信し
ていましたが
結婚を期にフリーライターをやめ、フィリピンダバオ市で日本
商工会議所の会長を務め、日本人会や日本領事館の協力を得なが
ら経済活動を行っていました。
その一例として、貧しさがゆえにゲリラに属する若者たちに、
銃を持つ手を鍬を持つ手に変えさせ、日本のそばの栽培を提案し、
仲間とともに試行錯誤しながら日本へ輸出するまでになりました。
一方で、鹿児島の企業の海外事業部にも属していました。私と
出会ったのもその頃です。
鹿児島市との関係を強化し、ダバオ市のインフラ事業として水
道工事を通して水を供給し、学校設立や、ヤシの実からの活性炭
工場の建設に携わりました。
鹿児島市にダバオ市との友好協会を設立し、鹿児島の民間企業
のダバオ市への誘致なども行いました。
文化交流として、ミスダバオを毎年おはら祭に招待し、鹿児島
県内外のフィリピンの皆さんとの交流や、ダバオ市では、空手の
錬心舘元宗家であった保氏による演武指導を行うなど年々順調に

職業奉仕賞授賞式
受賞者

新福 ナヤミ様

■南日本新聞社

下

隆治

この度は、南日本新聞大明丘販売所の新福ナヤ
ミさんに職業奉仕賞をいただき、ありがとうござ
います。感謝申し上げます。
新福さんは昭和 14 年生まれの 82 歳。昭和 46 年
から新聞配達に携わり、集金業務もこなし、今年、
勤続 50 年を迎えます。お一人で始めた新聞配達は、
やがて早起きの魅力に惹かれたご主人、そして、
夏休みはお子様も手伝うようになったそうです。配達先のお客様
とも顔見知りになり、友達も増え、今も元気でいられるのは早起き、
適度な運動、そしてお客様との会話があるから、と話されています。
新福さんは昼間、バイクで地域をパトロールし、ご高齢者や子ど
もたちにも声かけしているそうです。地域に根ざした活動は大明
丘販売所の有川博子所長とともに大明丘地域の顔としてご活躍さ
れています。
例会場 山形屋７Ｆ社交室

例会日 毎週月曜日

事務局

平和と紛争予防 /
紛争解決月間

前回例会出席率

74.51％

進んでいきました。
当時のダバオ市長グスマン氏も鹿児島市へ来鹿し、友好関係を
築いていきました。
しかし、現フィリピン大統領ドゥテルテ氏が当時のダバオ市長
選挙でグスマン氏を破って市長になってからは鹿児島市とダバオ
市の友好関係も途絶え、交流を断念せざるを得ませんでした。
リーダーが変わることで、こんなにもひっくり返ることになる
とは思いもよらず、平和ボケしていた私にはなかなか理解できま
せんでしたが、天野さんいわく、海外ではよくあることだと前向
きでした。
リーダー交代といえば、スケールは違いますが、今年アメリカ
大統領が交代しました。今後、アメリカはどうなっていくのか世
界中が注目していることでしょう。
さて、天野さんはというと気持ちを切り替え、すぐさま日本で食
される黄色いバナナに着目し、ダバオ市のきれいな水と土で育つ、
安心安全なバナナの有機栽培を始めました。
ちなみにフィリピンでは、一般的に赤いバナナが食され、黄色
いバナナは、家畜しか食べないそうですが、家族の心配や周りの
目も気にせず、見事に日本へ輸出するまでになりました。
「水も土もきれいだからカエルがたくさんいる。」と誇らしげで
した。なんとも打たれ強いボッケモンだと思いました。
プライベートでは、夫として父親として包容力のある優しい人
でした。
酒とたばこをこよなく愛し、病に倒れてからもなお、飲みたい、
吸いたいと未練たらたらでした。酔うと必ず歌うのが冒頭でお話し
た、スコットランド民謡の「ダニーボーイ」でした。流暢な英語
でハスキーボイスでした。若い頃から故郷鹿児島を思いながら歌っ
ていたのでしょうか。哀愁のある曲で私も昔から好きな曲でした
が、今では天野さんをイメージする曲となりました。
残念ながら７年前に亡くなりましたが、亡くなる数か月前、ダ
バオで栽培したそばの功績が仲間とともにＮＨＫのドキュメンタ
リーで取り上げられ、病床でしっかりと取材を受け、家族と一緒
に番組も見ることができました。
若かりし頃、取材する側だったボッケモンは人生の終わりに取
材を受ける側になっていました。
以上、会長の時間でした。

南日本新聞は県内に約 160 の販売所があり、約 3,300 人の方が配
達、集金、チラシの折り込みなど販売所業務に携わっています。新
聞は読者の皆さまにお届けして初めて成り立つ商品であり、配達
員さんは駅伝でいうなら最終区を任されたランナー。確実に新聞
を届けるだけでなく、新福さんをはじめ笑顔も届ける全配達員さ
んに、新聞社の一員としてあらためて敬意を表します。
新福さんには、これからも健康第一で、今回の受賞の誇りを胸
に配達、集金業務に勤しみ、地域を元気づける存在、そして地域
の顔としてますますご活躍いただき
たいと思います。今回の職業奉仕賞
受賞、誠にありがとうございました。

職業奉仕委員会
下村委員長

紹介者
隆治君

下

〒892-0828 鹿児島市金生町3-13-5F
TEL.099
（223）
9366・FAX.099（239）3504

メール
kchuorc@bi.wakwak.com
ホームページ http://kagoshimachuo-rc.jp/

定例理事会議事録

会議名 定例理事会
場 所 開聞
日 時 令和３年 ２月 1 日（金）
例会後～
出 席 加島 繁・橋元 隆
予定者 高岡和也・下村哲也
田中和俊・中間貴志
栫浩多郎・下 隆治
竹添 寛
欠 席
川路理幸・坂元直人
予定者

議
題
1） 2・3月例会プログラム及び行
事予定（添付資料）
歯車会（ゴルフ）
…日時：３月７日（日）９：20
集合（９：52スタート）
場所：溝辺カントリークラブ
……………………承認
2）会計報告（別紙明細）
①1月度試算表について …承認
3）2000回記念例会について
日時：令和３年３月15日（月）18：30～
場所：グランセレッソ鹿児島 きずな
会費：4,000円(会員から徴収)＋1,500円（クラブ補助）
合計5,500円
現時点では夜例会の予定だが、コロナの状況を見て変更の
可能性ありで承認
4）鹿児島東ＲＣとの合同例会について
日時：令和３年３月11日（木）18：30～
場所：サンデイズイン鹿児島
会費：未定…承認
5）観桜会について
 4月開催予定。3月の理事会でコロナの状況をみて判断す
る。で承認
6）年輪会日程について
 4月以降で調整するが、日程はコロナの状況をみて検討す
る。で承認
7）会津若松西RC訪問について
先方より大体の日程と人数を教えてほしいとのことだっ
たので、5月ぐらいに10名前後で訪問することを事務局を通
して伝え、先方の理事会にて検討して回答を頂くで承認。
8）20-21-2020年度実施地区補助金申請について（申請締切２月末
日）
次 年度の中央クラブの４５周年事業の一環として、乳児
院などの施設に寄贈する為のもの（例：オゾン発生器な
ど）の購入代として地区補助金を申請してみる。申請額は
２５万程度。で承認。
9）その他
次回理事会について
令和2年3月1日（月）例会後～於：開聞…承認

●濱薗 義弘君／誕生祝いありがとうございます。毎日元気で前
向きにすごしています。
●本坊 修君／結婚記念のお祝い有難うございます。昭和 46 年 2
月 6 日ですので丁度 50 年になります。雪の降る鶴鳴館（かくめい
かん）での結婚式でした。来週は多分 2 年連続出席の表彰だと思
います。
●橋元 隆君／誕生日祝い、ありがとうございます。ロータリーも、
やっと中堅どころになったような気がします。今後共、よろしく
お願い致します。
●丸山 健太郎君／誕生祝いを頂き、ありがとうございました。
61 歳。このご時世で、パッと祝う気持ちにはなれませんが、来年
こそはコロナが収まってくれますように。
●一番ヶ瀬 達吉君／お誕生日祝いありがとうございます。23 日
で 56 才になります。コロナ禍に加え、天皇誕生日で祝日ですので、
さびしい誕生日の夜を迎えそうです。
●春山 慶次郎君／誕生日お祝いありがとうございます。歳を重
ね、ドライバーの飛距離は落ちてきましたが、グリーン周りは老
練になってきました。年を取ることによる変化を前向きに捉え、
楽しい 60 歳台を過ごしたいと思います。
●大迫 哲也君／誕生日祝ありがとうございます。今月で 63 才に
なりました。先月、日本年金機構より年金請求手続の書類が届き
ました。まだ先の事だと思っていましたが、年金友の会の会員に
なります。
●福山 泰広君／ニューヨーク住いだった長女が鹿児島に完全転
居しました。成田から 1400㎞、レンタカーで 16 時間かけて帰宅し
ました。安全運転で帰省できたことに感謝です。
●西川 義久君／誕生日祝、ありがとうございます。13 日に 56 回
目の誕生日を迎えます。気付けば還暦が近づいてきました。一日
一日を大切にします。
２月１日のスマイル 小計 27,000円 2020〜2021年度 累計 377,098円

誕生日祝

6

回例会記録

2

月 日
（月）

本日の曲目：この素晴らしき世界・カノン・ダニーボーイ

第１９９

※職業奉仕賞授与式
ロータリーソング：「奉仕の理想」
職業宣言唱和：１・２
ゲスト紹介：職業奉仕賞受賞者＝南日本新聞大明丘販売所
新福（しんぷく） ナヤミ様
南日本新聞大明丘販売所所長
有川 博子（ありかわ ひろこ）様
食事：「本日の演奏」
会長の時間：会長 加島 繁君
誕生日お祝い：９名 濱薗 義弘君（6 日）・志賀 啓一君（6 日）
丸山 健太郎君（11 日）
西川 義久君（13 日）
一番ヶ瀬 達吉君（23 日）
大迫 哲也君（23 日）
・春山 慶次郎君（25 日）
福留 幸一郎君（25 日）
・橋元 隆君（28 日）
結婚記念お祝い：2 名 本坊 修君（6 日）
・林 良昭君（19 日）
会務報告：幹事 高岡 和也君
１）本日の配布 ①週報
②月信 2 月号
③確定申告用米山寄付金領収証
２）台湾で開催予定でした、2020-2021 年度国際大会はバー
チャルでの開催になりました。
２）市内 RC 会長幹事会 2/2（火） 18：30 ～
山形屋 1 号館社交室

1

結婚祝

出席者⇒加島会長、高岡幹事、宇都次期ガバナー補佐
３）RCC 例会 2/14（日）11：00 ～天文館松山通りリンクビル 9 階
指名出席者：坂元 ( 直）・園田 各会員
４）本日定例理事会 例会終了後 開聞にて
５）次週 2/8（月）例会プログラム
クラブ奉仕フォーラム
友の見どころ = 広報雑誌・ＩＴ
次々週 2/15（月）例会プログラム
会員卓話 「年男 年頭所感」
中原勲君、中間貴志君、坂元次郎君
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
卓話：職業奉仕賞授与式
職業奉仕委員長挨拶
⇒下村 哲也君
受賞者紹介・推薦者の言葉
⇒下 隆治君
表彰（記念品贈呈）
⇒会長 加島 繁君
受賞者挨拶
⇒新福 ナヤミ様

次回例会 令和３年２月 15 日（月）
会員卓話「年男 年頭所感」
出席率
第1996回例会
前々回（1月18日）の補正

会員数
54名
54名

出席数
38名
34名

出席報告
74.51%
72.34%

演奏：入来慶子

