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週報 No.

鹿児島東RCとの合同例会 水と衛生月間 68.63％

国会では、放送事業会社による衛星放送をめ
ぐっての接待問題で、騒ぎになっていますが、今
やＢＳ、CＳはテレビには欠かせない存在となっ
ています。
私が衛星放送を認識したのは、1963 年 11 月の
ケネディ大統領暗殺事件を報じる衛星放送でし
た。
という事で本日の会長の時間は鹿児島のテレビ
局の話です。
先日、テレビを見ていると、年代別になつかしいテレビ番組を
紹介する放送をしていました。
映像の力は不思議です。その頃に瞬時に戻ります。私の子供の
ころは、ハリマオー、月光仮面が人気で、友達と風呂敷を首に結
んでは、ヒーローになったつもりで走り回りました。海外ドラマ
も人気で、ホームドラマなどで見る大きな冷蔵庫や洗濯機にはビッ
クリさせられました。
もちろん、プロレスは大人気でテレビ中継にくぎ付けになりまし
た。プロレスは当時三菱電機の提供で放映され、試合が終わるた
びに若手のプロレスラーが散れてもいないリングに上がって、当
時人気だった「風神」という掃除機でリングを掃除しました。今
思うと、素晴らしいコマーシャル効果だったと思います。しかし、
ディズニーの番組とプロレスが、隔週ごとに放送された時期があっ
て、どちらのファンも 2週間は待ち長かったようです。
そんな時代もありましたが、ある知人は、子供の頃、鹿屋の祖
父の家へ遊びに行くと宮崎の番組しか映らなかったと言っていま
したが、電波の状況で一部の地域ではあったようです。
皆様にも、テレビにまつわるたくさんの思い出がある事でしょう。

現在、鹿児島には、民放テレビ局が 4局あります。テレビ局の
開局を振り返りますと、ＴＢＳ系列のテレビ局としてまず、最初
に誕生したのがМＢＣです。
1953 年 6 月にラジオ南日本として設立され、1959 年 4 月にテレ
ビ本放送が始まり、10 月に改称して南日本放送として永く県民に
親しまれています。
最初の放送局であるため、鹿児島県の市町村に友好が深く、アー
カイブス映像が豊富にあります。
次は、1968 年 3 月、TＢ S開局 15 年後、KＴＳで知られる鹿児
島テレビが登場します。こちらは、フジテレビ系列です。
また、1982 年 KKＢ鹿児島放送が開局しました。テレビ朝日系
列です。
最後は、鹿児島讀賣テレビ、KＹＴとして 1993 年 4 月設立され、
TＢ Sから 40 年後の開局となりました。
それぞれのテレビ局は、関連会社や鹿児島の企業が株主となり
運営されています。
また、各自グループ会社として制作会社や他業種の事業も手掛
けています。
テレビ局は、今を伝えながら未来に伝達する記録、つまりアー
カイブスを撮り続けているとも言えます。今の子供たちが 50 年後
の鹿児島をどのような思いで見るのでしょうか？
ちなみに弊社のカメラマンの映像は、「てげてげ」や「どんかご」

「ニュウーズナウ」でご覧いただけます。チャンネルは、1チャン
ネルＭＢＣです。
パソコンの時代になっても、テレビは生活にかかせません。
お好きな番組をお好きなテレビ局でお楽しみください。もちろ
んＮＨＫもご覧ください。
以上会長の時間でした。
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　会員卓話
　「激動の流通業界50年の歴史を語ります!!
　　東のヨーカ堂、西のダイエー、九州の寿屋、鹿児島では…」

■ 池畠　泰光君
　私は桜島で生まれて、農業を営む家の長男とし
て生まれ高校を卒業と同時に東京の神田市場にあ
る東京東一青果に入社しました。当時の市場は産
地から東京の卸売市場に入社する社員が多く採用
されました。産地の学生が荷受け会社に居れば産
地から荷物が集まりやすいからです。桜島はビワ
やみかんの産地でした。みかんは日本で一番早く

出荷される早生みかんをビワは高級フルーツとして 2Ｋ入 8,000 円
を下らない価値のある商品で銀座や浅草の料亭や割烹などに納め
られていました。スーパーマーケットが出来たのは 1930 年（昭和
5年）大不況の真っ只中にアメリカで生まれました。小売業界に大
革命を起こしたこの新業態が日本にやってきたのは戦後の高度成
長期を迎えようとしていたときのことでした。欲しいものごとに
何軒も店を回るのではなく、ひとつの店でいろいろなモノが買え
るスーパーマーケットその革命的な業態の誕生は世界経済を揺る
がした大恐慌の翌年である 1930 年（昭和５年）アメリカニューヨー
ク州ロングアイランドに開業したキングカレンと云われています。
日本では 1910 年（明治 43 年）東京青山に果物商として創業した「紀
ノ国屋」が 1953 年（昭和 28 年）に開店したスーパーマーケット

であるとされています。セルフサービスで商品を選びレジでまと
めて精算すると云うシステムでアメリカ人向けストアーで使用さ
れていたショッピングカートを導入し今でも高級スーパー利用の
スティタスシンボルになっている「紀ノ国屋」誕生の３年後とな
る 1956 年（昭和 31 年）に北九州小倉に開店した総合食料品店「丸
和フードセンター」が挙げられます。
　高度成長期を迎えた日本では 1956（昭和 31 年）には西友の前身
となる「西友ストアー」が設立、1957 年（昭和 32 年）G・M・S（ゼ
ネラル・マーチャンタイズやショッピングモール）を取り入れ業
界を牽引するダイエーが創業、1961 年（昭和 36 年）にはイトーヨー
カ堂の前身「ヨーカ堂」がレギュラーチェーン化に着手しました。
　弊社は 1970 年に城山団地に宅地造成の進む中、60 坪の土地を城
山団地に購入（当時山形屋ストアーの予定地だったが西田の寿屋
跡に山形屋ストアーが新規開店した為、募集店舗となり購入する）
遂に 1970 年 12 月城山団地に城山ストアーの一号店が開店します。
その後の小売業界は、西田町から納屋通りに移店オープンした寿屋
を始め、ショッピングモールの大型店として寿屋南鹿児島店をオー
プン西のダイエーと九州の寿屋の大型店同志の商圏争いと価格破
壊の売価戦争が始まり、それを端に発して商品の大量陳列と値引
きによる薄利多売を実現しチェーン展開による多数出店を進めた
スーパーマーケットは次第に流通業の中で影響力が大きくなりこ
れまで価格決定権に強い発信力を持つ存在となった。
◇寿屋が倒産したことについてインタビュー：

追伸〜寿屋の寿崎社長談：私が経営から退いて以降、４代目と社

加島　繁

３月



ロータリーソング：「奉仕の理想」
職業宣言唱和：１・２
食事：「百万ドル食事」・「本日の演奏」
会長の時間：会長　加島　繁君
誕生日お祝い：【バースデーソング】
里　良男君（２日）・吉田健朗君（７日）前迫　実君（12 日）
竹添　寛君（13 日）・加島　繁君（25 日）

結婚記念お祝い：宇都　和治君（９日）・里　良男君（11 日）
　　　　　　　　海江田順三郎君（15 日）・宮脇謙舟君（22 日）
会務報告：幹事　高岡　和也君
１）本日の配布　①週報　②ロータリーの友　3月号
２）�今年度の鹿児島RC, 鹿児島西 RCとの３クラブ合同例会

は４月開催予定でしたが、コロナ禍のため中止となりま
した。

３）ＲＣＣ例会
　　3/14（日）　11：00 〜　天文館松山通り　リンクビル9階
　　　　　　　　　　　　指名出席者⇒前迫・福山　各会員
４）本日定例理事会　例会終了後　於：開聞

５）�次週３/８（月）例会は鹿児島東 RCとの合同例会のた
め３/11（木）12：30 〜

　　サンデイズイン鹿児島に変更となっております。
　　�次々週３/15（月）2000 回記念例会は、時間が決まり次
第FAXにてご案内いたします。

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委員会　
会員卓話＝「激動流通業界　五十年の歴史を語ります !!
　　　　　　東のヨーカ堂、西のダイエー、九州の寿屋、
　　　　　　鹿児島では・・・」

池畠　泰光君
次回例会　令和３年３月 15 日（月）

2000 回記念例会
18：00 〜 ホテルグランセレッソ鹿児島きずな

出席率 会員数 出席数 出席報告
第2000回例会 54名 35名 68.63%
前々回（2月15日）の補正 54名 38名 76.00%
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本日の曲目：ニューシネマパラダイスのテーマ・春の小川・春が来た・ユーモレスク� 演奏：入来慶子

長が変わっていきました。その中で銀行出身の方が社長に就任し
た時期もありましたから経営の方針が変わっていったのでしょう。
お客様との距離が離れてしまったかもしれません。教育に対して
も手が行き届かなくなっていたかのように感じます。倒産する２・
３年前にこのままでは「まずい」と思い当時のジャスコ会長に「合
併しませんか」と相談したことがあったんです。それを銀行の頭取
に話すと「寿屋の業績は良いのだから必要ない」と云われた、数
字の上での業績と目に映るものが大きくかけ離れていたのかも知
れません。尚、寿崎肇氏は熊本南R・Cパストガバナー（多良木ロー
タリークラブ所属）ダイエー中内功氏の流通革命 1979 年に巨大小
売業ダイエーが１兆円超え等 !!
※時間内に終わらず申し訳ありませんでした。

●加島　繁君／誕生日プレゼントありがとうございます。68 歳に
なってしまいました。体力的にはほとんど問題はなく元気ですが、
この頃昨日なにを食べたのか思い出せません。
●海江田　順三郎君／リボンを渡されて結婚祝いを気付きました。
昭和 31 年に西本願寺で挙式しました。家内の姉は照国神社、兄は
徳島の公民館、直ぐの妹は金光教、下の妹は上智大のチャペルで
とバラバラの式場でしたが、岳父は上智のチャペルが一番良かっ
たと言っていました。
●前迫　実君／誕生日祝いありがとうございます。12 日で満 70 才
になります。年令にふさわしい行動をするよう心掛けます。
●里　良男君／誕生日祝いを頂き、有難うございました。昭和 21
年生まれ、75 歳。後期高齢者の仲間入りです。健康づくりのため
に始めたウォーキング、雨の日を除いて毎晩５㎞を約 50 分で歩い
ています。ウォーキングを始めて既に 27 年が経過しました。これ
からも、年間 200 日、延べ 1,000㎞を目標に続けるつもりです。結
婚記念日お祝も頂きました。有難うございました。
●池畠　泰光君／先日は南日本新聞佐潟社長と倫理法人会の設立
40 周年にあたり特別インタビューをして頂きました。購読者より
色々と反響を頂きましたが今日いきなり石塚さんが「倫理法人会
には合わないよ」と云われてショックです。本日の卓話で挽回し
たいと思います。
●竹添　寛君／誕生日祝ありがとうございます。例年なら夜の町
からたくさんの品が届くのですがコロナの関係で全く行かないの
で今年は何も届きません。ロータリーに感謝です。
●宮脇　謙舟君／結婚記念祝、有り難うございます。子供達も家
を出て夫婦２人の生活になりました。仲良くがんばって行きます。
●吉田　健朗君／誕生日祝ありがとうございます。７日で 56 才に
なります。誕生日当日は、家族の冷たい視線を浴びながら歯車会
ゴルフ参加予定です。
●福山　泰広君／（妻からの指示によるスマイルです）土曜日の
午後、入来先生のピアノを拝聴。久し振りの生演奏、ライブ音楽。妻・
長女・私と心を洗わせていただきました。

３月１日のスマイル　小計 36,000円　2020〜2021年度　累計 439,098円

議　　　題
１）�３・４月例会プログラム及び
行事予定（添付資料）　　

　①3/15　2000回記念夜例会について
　　…18時〜
　　場所：グランセレッソ鹿児島
　　�会費：�5,500円（会員4,000円+

補助1,500円）で承認
　②3/22　レディースデー例会について
　　…�4/26に延期（山形屋の状況次第で変更の可能性あり）で承認
　③4/26　3クラブ合同例会について�……………… 中止で承認
　④その他
　　3/22（月）例会プログラム……小笹会員の会員卓話で承認
　　3/22（月）�ラウンドテーブル…ごはんのじかんにて予定通

り開催で承認
　　4/12（月）�例会プログラム（社会奉仕フォーラム）…中間

委員長に一任で承認
２）会計報告（別紙明細）
　①２月度試算表について…………………………………… 承認
３）新入会員候補について(添付資料)
　氏　名：宇井　英信（うい　ひでのぶ）
　勤務先：株式会社　ＹＵ&Ｃo.　代表取締役
　推薦者：里　良男、坂元　直人
　　　　　…承認（次回例会で候補者を発表）
４）観桜会について
　…日時4/10（土）　18時30分〜　
　　場所：グランセレッソ鹿児島
　　会費：�6,000円（会員5,000円+クラブ補助1,000円）ご婦人まで参

加可（コロナの状況により変更の可能性あり）で承認
　　備考：�4/10中央クラブゴルフ大会（高牧CC　9:36ｽﾀｰﾄ5組）

を開催予定
５）年輪会日程について
　…�５月に予定（場所はふぁみり庵はいから亭）詳しい日時は
次理事会で決定で承認

６）会津若松西RC訪問について
　…先方に日程確認中（５月か６月）で承認
７）危機管理委員会の設置について（添付資料）
　…クラブ戦略計画委員会メンバーが兼務で承認
８）「緑の募金」運動について……………… 募金しないで承認
９）その他
　①次回理事会について
　　令和３年４月５日（月）
　　例会後〜於：開聞………………………………………… 承認

会議名
場　所

定例理事会
開聞

日　時 令和３年 ３月 1 日（金）
例会後〜　

出席者 加島　繁・橋元　隆
高岡和也・川路理幸
中間貴志・坂元直人
下　隆治・竹添　寛

欠席者 田中和俊・下村哲也
栫浩多郎

定例理事会議事録

誕生日お祝い 結婚記念お祝い


