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平成 29 年 11 月 1 日 

西日本国際財団 

留学生のための宮崎・鹿児島研修旅行実施報告書 

今年度の留学生のための研修旅行は、宮崎・鹿児島を目的地とし、当財団の目玉事業であ

るアジア貢献賞の受賞者(鹿児島県)並びに経営者顕彰財団の「経営者賞」の受賞者の経営

する会社(宮崎県)を訪問することとした。宮崎・鹿児島と遠方の県を二か所訪問するため

二泊三日での研修とした。以下に詳細について報告します。 

1.日時 平成 29 年 10 月 20 日～10 月 22 日(二泊三日) 

2.目的地  

(1) 宮崎県  株式会社黒木本店(焼酎メーカー、黒木社長が第 44 回経営者賞受賞) 

              木城えほんの郷 

       西日本シティ銀行宮崎営業部 

(2) 鹿児島県 第 15 代沈壽官窯・陶苑 

       天台宗南泉院(住職の宮下亮善氏が第 11 回アジア貢献賞受賞者) 

              西郷南洲顕彰館、南洲墓地 

 

3.参加者 29 名(留学生・OB ２４名、日本人 5 名) 

4.事業名 人物交流事業 

5.事業の詳細 

(1)目的 

・留学生に宮崎では焼酎メーカーを見学し、地域で頑張る地域密着型の中小企業の実力を

肌で感じてもらうこと。また、同メーカーのある宮崎県高鍋町の方々との交流を通して

地域の抱える問題や課題について意見交換してもらうこと。 

・また、たまたま近くに今回アジア貢献賞候補者として推薦の出ている「木城えほんの

郷」があったので訪問し、同施設でのアジアを中心とするえほん文化への取り組みなど

について留学生に知ってもらうこと。 

・西日本シティ銀行宮崎営業部を訪問・見学し、地域経済の中で地域金融機関が担う役割

や取り組むべき課題などについて留学生に知ってもらうこと。 

・鹿児島県においては、当財団のアジア貢献賞審査委員を長年務められた第十四代沈壽官

にお会いして沈家の四百年にわたる日本での苦難の歴史をお聞きし、薩摩焼の歴史、日
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本と韓国の歴史について知ってもらうこと、また、沈壽官陶苑で実際に薩摩焼の制作体

験をしてもらうこと。 

・第 11 回アジア貢献賞受賞者である宮下亮善氏が住職をしておられる天台宗南泉院を訪

問、住職にお願いして寺での修行体験をしてもらい日本の寺社文化に触れてもらうこ

と。 

・また、西郷隆盛の子孫である西郷隆夫さんに講演していただき、西郷隆盛の人となり、

西南の役、武士道精神などについてより深くしってもらうこと。 

 

(2) 事前準備 

・留学生に事前の宿題を出して各自で調べたうえで各訪問地での質問事項を提出させまし

た。(10 月 10 日宿題送付→10 月 19 日までに留学生から質問事項・コメントの提出) 

・各訪問地(㈱黒木本店、木城えほんの森、天台宗南泉院)に留学生の質問事項・コメント

を事前に送付(１０月 17 日～19 日)  

・研修中に使用する資料を作成・配布(10 月 20 日) 

 

(3) 株式会社黒木本店訪問・見学(10 月 20 日午後 2 時～午後 6 時) 

・株式会社黒木本店の本店を訪問、先ずは本店の会議室で黒木専務取締役から会社の概

要、焼酎造りの基本的な説明を聞いた後、留学生を 2 班に分けて工場内を見学、一次仕

込みから二次仕込みの木桶仕込み、蒸留の工程などを丁寧に見ていきました。 

・本店の見学が終わった後、バスで移動し「甦る大地の会」での焼酎の原料の芋畑などを

見学し、焼酎のカスをリサイクルする肥料工場をバスから見学した後、尾鈴山にある尾

鈴山蒸留所で伝統的な焼酎造りで「やま猫」などの新しいブランド焼酎の製造工程も見

学させていただきました。 

・留学生からは黒木本店の経営戦略、

ブランド作りの秘密や名前の由来など

様々な質問が説明されるスタッフに投

げかけられていました。事前に課題を

与えていたことがよかったと思われま

した。 

 

(左写真：黒木本店前での集合写真) 
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(4) 木城えほんの郷(10 月 20 日午後 4 時～4 時 40 分) 

・「木城えほんの郷」は今年度のアジア貢献賞の候補として西日本新聞宮崎総局から推薦

があがってきていたので調べてみると、㈱黒木本店の尾鈴山蒸留所の目と鼻の先にある

ことがわかり、急きょ今回の日程に組み込んで留学生たちに見てもらうことにした。 

・実際に行ってみると山の中にある施設で、大自然の中で子供達に大自然とともに絵本の

世界に浸ってもらえるように様々な工夫がこらされていた。 

・留学生たちもこの施設のことを事前に説明しておいたが、バスの中で全員に聞くとかな

りの人数がこの「えほんの郷」に行きたいと興味をしめしていた。 

・ちょうどバージニア・リー・バートンという米国の絵本作家の展覧会がメインの施設の

「森のきこり館」であっていたが、その館には子供達が絵本を読める図書館のようなス

ペースが 2 階にあり、一部の絵本がいつでも手に取ってみれるように並べられていた。

実際は倉庫にある本も含めるとアジアの本を中心に 2 万冊ちかくあるとのこと。 

・スリランカの留学生 OB のカンティさんはスリランカの有名な絵本作家の本があると感

激していた。また、他の留学生たちも施設の温かみのようなものを感じて見入ってい

た。 

・一通り見学した後、「えほんの郷」の黒木郁朝村長が 15 分ほど留学生たちにこの施設

を作った目的や意図について語ってくれた。最近のこどもたちがバーチャルな世界に浸

り肌で生命の息吹を感じたりする機会が極端に少なくなっていることに危機感を感じ、

この大自然の中に「えほんの郷」を作ったこと、絵本という子供達にとってかけがえの

ない媒体を通して親と接する機会がいかに大切かなどを説かれていた。 

・また、この「えほんの郷」はアジアの国々からも一目置かれていて、かなりの頻度で韓

国や中国、インドなどの絵本作家や出版社などが訪れること、韓国には「えほんの郷」

を見習った「平和の図書館」という施設もできたとのことだった。 

(木城えほんの郷黒木村長の講話)      (木城えほんの郷えほん館の内部) 
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(5)高鍋町民との交流会(10 月 20 日 午後 7 時～9 時 宿泊ホテルにて) 

・尾鈴山蒸留所と木城えほんの郷の見学を終えて、宿泊ホテルに戻り高鍋町の方々との交

流パーティを実施した。このパーティは高鍋商工会議所の松木専務理事にお願いしてい

たもので、黒木敏之町長も含め商工会議所の青年部のメンバー10 人に来ていただい

た。 

・先ずは当研修旅行の趣旨を説明、その後福岡県留学生会のデヴィ会長、九州大学留学生

会のハジム会長から各留学生会の説明をしてもらい、その後黒木町長からご挨拶をいた

だいた。町では今回のような留学生の訪問は大歓迎で今後も来ていただきたいとのこと

だった。黒木町長になってキャノンをはじめ 5 件の企業誘致に成功したが、高齢化や人

手不足に他の町同様悩んでいるとことだった。 

・図師商工会議所青年部長の乾杯の発声で交流会がスタート、各テーブルで留学生と高鍋

町の青年経営者達との熱心な交流が行われていた。 

(高鍋町との懇親会の様子) 

(6) 西日本シティ銀行宮崎営業部(10 月 21 日午前 10 時～11 時) 

・西日本シティ銀行宮崎営業部を訪問、大倉副営業部長のご挨拶の後、三好主任より 1 階

営業店内の説明、2 階の融資窓口などの説明があった。その後、会議室において西日本

シティ銀行の概要説明が行われ、留学生たちは熱心に聞き入っていた。 

・日本人と違い、留学生たちは質問にも積極的で「なぜ日本の銀行は午後 3 時で閉めるの

か？」「ビットコインなどに対する銀行の対応はどうなっているのか？」「西日本シテ

ィ銀行の外国人顧客に対する対応は他の地銀に比べて遅れを取っているように見受けら

れるがどうか？」など厳しい質問が相次いだが、三好主任が丁寧に答えていて留学生も

納得しているようだった。留学生には銀行に質問する機会などは日ごろないであろうか

らいい機会になったと思われた。 
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(7) 第十五代沈壽官窯・陶苑(10 月 21 日午後 2 時～午後 4 時 30 分) 

・鹿児島市内から高速道路で美山市に移動、第十五代沈壽官窯に予定より遅れて到着、す

ぐに「沈家伝世品収蔵庫」を見学、4 百年近く昔に朝鮮半島から薩摩藩に連れてこられ

た朝鮮人陶工たちの苦難の歴史や歴代の沈壽官の作品のすばらしさに留学生たちはそれ

ぞれ驚いたり感心したりしていた。 

・収蔵庫の見学の後、当財団のアジア貢献賞審査委員を長年務められていた第十四代沈壽

官(現在 90 歳)のご挨拶とお話があり、一緒に集合写真を撮った。 

・沈壽官窯を見学した後、沈壽官陶苑に移動、そこで薩摩焼の制作体験を実施した。短時

間だったにもかかわらず全員工夫を凝らして制作に没頭していた。 

(沈壽官窯にて第十四代沈壽官と集合写真)     (沈壽官陶苑での薩摩焼制作体験) 

(8) 天台宗大雄山南泉院(10 月 21 日午後 6 時半～宿泊) 

・沈壽官窯から温泉施設「ゆるりの湯」に移動、温泉に入った後、天台宗南泉院に向かっ

た。標高 500 メートル近い山の上にある南泉院への山道は電灯もなく真っ暗闇だっ

た。雨も降っていたので到着後直ぐに男性は宿泊場所の道場に、女性は 5～6 日のグル

ープに分かれて 3 部屋に入った。 

・男性、女性に分かれて食事を済ませた後、午後 8 時から道場に全員集まり、西郷隆盛の

孫の西郷隆夫さんの講演を聞いた。隆夫氏はこれだけ大勢の外国人に西郷隆盛の話をし

たことはないとのことで、丁寧に西郷隆盛の人となり、生き様を時代背景も交えてお話

しされた。 

・質疑応答の時間には事前に留学生から提出されていた質問を一つ一つ丁寧に答えられ

た。「なぜ日本のサムライは突然消滅したのか？」「なぜ西郷はラストサムライと呼ば

れているのか？」「現代日本におけるサムライの意味とは何か？」「西郷隆盛の最期の

真実を知りたい」などかなり西郷隆盛について調べていないと出てこないような質問が
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あり、隆夫さんも感心しながら答えていた。講演と質疑応答が終わったのは 10 時ころ

になった。その後就寝。 

(西郷隆盛の子孫・西郷隆夫氏の講話)        (南泉院で宮下住職と集合写真) 

 

(9) 南泉院での体験修行と西郷南洲顕彰館・南洲墓地の訪問(10 月 22 日午前 5 時～午前

11 時) 

・朝 5 時に起床、洗面を終えて女性、男性の順番で宮下住職の住まいでの朝食。宮下住職

から僧職の朝の食事の作法について教わった。お膳の置き方から仕舞い方、「食前観」

と「食後観」を大きな声でとなえるなど住職の指導のままに留学生たちは従っていた

が、どれだけ意味がわかっただろうか。僧職の務めがどういうものか少しは理解したか

もしれない。 

・食事後、道場に全員が集められ、宮下住職から講話があった。 

その内容は、「国の宝とは、社会の一隅を照らす人のことであり、それは言い換えれば

辛いことは自分に振り向け、楽しいことは他人に与える人のことである。その反対は国

の賊となる。 

留学生のあなた方は何のために日本に来たか？自分のためか？それだけではないはず。

他のことにも責任があるはず。日本で学んだことを母国のために活かすために来たは

ず。 

武士道とはふたつの意味があって、ひとつは名誉、もうひとつは恥を知るということ。

究極の思いやりが腹切り。自分を犠牲にしても他人に尽くすということ。 

武士道は日本人だけではなく、あなた方にも言えること。あなた方は国に帰るとエリー

トなのだから、自分のためだけでなく他人に尽くせる人、すなわち、国の西郷さんにな

ってほしいというのが私の願い」 

それまで私語をしていた留学生たちもその講話の間は神妙に聞いているように見えた。 
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・講話後に南泉院を出て、西郷南洲顕彰館を見学、そのすぐそばにある南洲墓地で大雨の

中、宮下住職から 9 月 25 日に南洲墓地に眠る官軍・賊軍 2 千名の慰霊塔を自分が建て

た意義について説明があり、その後西郷隆盛らのお墓に参った。 

 

南泉院での集合写真 

     

                                     以 上 

 


