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締結の運びとなりました。今日まで42年の永
きにわたって交流を続けています。
　今日は「台南RCとの姉妹クラブ締結のいき
さつ」についての話をさせて頂きました。

○ロータリーソング「奉仕の理想」
◯卓話者
　㈱十八銀行女子陸上部	監督　髙木　孝次	様
◯ゲスト
　長崎国際大学RAC	 会長　劉
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善さん
	 田中ひかりさん、瀧浪　孝憲さん
	 楢林　佳織さん
　◯ビジター
　　佐世保南RC	 竹田磋智夫さん
　　佐世保東RC	 パストガバナー	市瀬久米嘉さん

	 幹事　円田　浩司さん

１．第2740地区ガバナー	 福元　裕二さん
　　新世代統括委員長	 増﨑幸一郎さん
　　インターアクト委員長	 中尾　嘉宏さん
2012-2013年度インターアクト前期指導者研修
会のご案内
　日時／平成24年10月13日㈯
　　　　13:00登録・受付　13:30開会・点鐘
　　　　16:00閉会
　場所／東彼杵町総合会館	教育センター
　　　			（長崎県東彼杵町彼杵宿郷706番地4）

	 会長　長島　　正さん
　皆さん今日は。大型の台風16
号が大きな被害を残して通過し
て行きましたが、皆さんの所で
は被害など有りませんでしたで
しょうか。楽しみにしていまし
た朗遊会のゴルフコンペも急遽中止となって
残念でありました。
　さて、本日は「台南RCとの姉妹クラブ締結の
いきさつ」についてお話をしたいと思います。
　佐世保RCの会員で松永市郎さんという方が
いらっしゃいました。松永さんが戦前、中学1
年生の時、軍人のお父さんを訪ねて1人で台湾
に行かれた時、台湾膨湖島で腸チフスにかか
り入院されました。入院した時に看護婦の許
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淑さんに大変親身にお世話して頂いたそう
です。その看護婦さんに是非お会いしたいと
いう話を当時の吉富会長が聞かれ、国際ロー
タリーを通じて探されました。すると台南RC
より看護婦の許	氏淑さんは健在であるとの連
絡が来ました。
　縁とは不思議なものであります。戦後、許		
氏淑さんが事故で片足を切断され、その時の
執刀医が台南RC会員の蘇	銀河さんでした。
この話は「ロータリーの友」に「外国の尋ね
人」ということで記事が掲載され、国内外で
その波紋が広がったそうです。
　台南RCのお世話により、松永さんは念願の
再会を果たされました。この出来事を契機と
して、1970年11月20日に台南RCと姉妹クラブ
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　練習場は、安部パストガバナ
ーの格別のご配慮で、九州文化
学園幼稚園のホールを使わせて
いただくことになりました。歌
に自信のある方も、まあまあの
方も、是非ふるってお気軽にご参加ください。
　なお、1回目の練習は、9月28日㈮	18:30よ
り行います。

■プログラム委員会	 委員長　松本　由昭さん
　10月17日、ロンドンオリンピッ
ク銅メダリスト（アーチェリー）
早川	漣さんの卓話での質問を受
け付けています。

長崎国際大学RAC	 会長　劉　本淳さん
　佐世保RCの皆様、こんにちは	。長崎国際大
学RAC会長の劉	本淳です。本日はよろしくお
願い致します。今日は、1年生3人を含むメン
バー6人で参りました。初めに1人ずつ自己紹
介をいたします。（メンバー自己紹介）
　次に、イベントの報告がございます。9月9
日に大村市で、「ご当地自慢グルメフェア in森
園公園」というイベントに私を含む6名が参加
して参りました。長崎県内から、15団体が出
場し、私達はプラカードを持ち、お客様を案
内したり、会場設営などを行いました。沢山
のお客さんが来てくださり、大成功で楽しく
参加することが
できました。
　以上で報告を
終わります。あ
りがとうござい
ました。

松尾　慶一さん
　先週は、私の母の葬儀につきましてはお世
話になっている皆様に、お忙しい中に過分な
るご香料やお悔やみを頂戴いたしまして、誠
にありがとうございました。この場をおかり
しまして厚くお礼を申しあげます。

　	出席対象者／ロータリークラブ会員、インタ
ーアクト地区委員、インターアクト顧問教諭、
インターアクトクラブ会長、副会長、幹事

２．第2740地区ガバナー事務所
　地区ホームページ更新のお知らせ
　　9月13日です。

３．佐世保市長	 朝長　則男	様
米国サンディエゴ港等訪問団派遣事業について
ご案内
　①	佐世保港とサンディエゴ港との姉妹港締結
30周年記念訪問

　②日程：11月4日～11日　参加費等は別紙添付
　③締め切り日：9月27日
　④お問い合わせは市国際政策課
　　担当：大山さん　TEL25-9647

■公共イメージ委員会	委員長　木村　公康さん
　9月16日㈰	三連休の中日、台
風16号が迫る中、佐賀市西九州
大学で行われました国際ロータ
リー第2740地区社会奉仕セミナ
ーに出席しました。
　福元ガバナー、塩澤ガバナーエレクトはじめ
第1～10グループのガバナー補佐、又、57クラ
ブから社会奉仕委員長が参加しました。
　内容としては、昨年度の活動報告、今年度
の活動計画を57クラブ全員が発表しました。
資料に書いてあることを発表するという2時間
は、無駄な時間だったと思います。もっと東
日本大震災の支援地区として、考え方などを
協議すればと思いました。
　佐世保RCは、社会奉仕として佐世保市が行
っている6月と7月の清掃作業だけです。クラブ
としてはこれだけですが、長崎国際大学RACに
よる社会奉仕活動の手伝いをクラブとしても、
もっと積極的に行うべきだと思います。

■親睦活動委員会	 委員長　中村　徳裕さん
佐世保RC 男声合唱団　団員募集のお知らせ
　年末の一大イベント「忘年家族会」のアトラ
クションとして数年ぶりに、佐世保RC男声合
唱団を結成いたします。

委員会報告

その他の報告

会葬のお礼
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　元ロータリアンでありました、父	松尾勝美
からも感謝の気持ちをあずかってまいりまし
た。本当にありがとうございました。

	 出席委員会　中川　知之さん
◯永年会員表彰
　井手　常博さん（28回）
　中島　祥一さん（27回）

◯出席100％表彰
　西村正一郎さん（31回）
　松本　由昭さん（3回）

	 親睦活動委員会　白田　浩一さん
◯結婚記念月のお祝い
　下田　弥吉・律子　さん	ご夫妻（7日）
　納所　佳民・季代子さん	ご夫妻（12日）
　中村　徳裕・真理子さん	ご夫妻（15日）
　才木　邦夫・美子　さん	ご夫妻（23日）
　黒木　政純・結花　さん	ご夫妻（28日）

	 親睦活動委員会　坂本　　敏さん

佐世保東RC　パストガバナー	市瀬久米嘉さん
　今期初めてのメークアップです。お世話にな
ります。

長島　　正会長、円田　浩司幹事
松本　由昭さん、増本　一也さん
富永　雅弘さん

　㈱十八銀行女子陸上部	監督	髙木孝次様の卓
話に期待してニコニコします。

遠田　公夫さん
　今週、日曜日23日午後1時から2時、アーケ
ードに世界中の名犬が大集合。巨大なグレー
トデンやマウンテンドッグ、スタンダードプー
ドル、ダルメシアンや、小さなジャックラッセ
ルテリア、ミニチュアダックスなどに加え、我
が家の雑種とアメリカンビーグルも参加、飼
い主のマナー、人混みの中での特別なルール
などを啓蒙する為、九州で初めてのワンワン
大行進を行います。犬好きのロータリアン、長
崎のワンちゃんが恋しい十八銀行・松本さん、
お行儀のよくなった加納さんの所のワンちゃ
んもお待ちしております。躾が今一の、池田
さんとこのトイプードルは、街中は無理かな
あ？？？	尚、20日～26日までの動物愛護週間
に合わせ、これまた九州初の「101匹ワンちゃ
ん写真展」もアーケード内で開催します。

坂本　　敏さん
　朗遊会幹事の坂本です。9月17日台風の日に
朗遊会を企画し、大変申し訳ございません（晴
れ男のつもりでしたが）。折角長島会長が楽し
みにしておられたのに、以後気をつけます。
ニコニコさせていただきます。先週、九州ミ
ッドアマの長崎県予選に参加しましたが、ま
た、予落となりました。5打足らずです。

西村正一郎さん
　先週、誕生日祝いをいただきありがとうご
ざいます。

下田　弥吉さん、中村　徳裕さん
黒木　政純さん
　結婚記念月のお祝いありがとうございます。

井手　常博さん、中島　祥一さん
西村正一郎さん、松本　由昭さん
　永年会員表彰、出席100％表彰ありがとうご
ざいました。

ニコニコボックス

慶　　　祝

ニコニコボックス	 本日合計	　16,000 円

	 累　　計	 258,000 円

◇
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（今週の担当　髙瀬　宏滋）
（カメラ担当　見藤　史朗）

『人づくり　チームづくり』

　㈱十八銀行女子陸上部
　　　監督　髙木　孝次	様

《指導論》
　企業づくりは人づくり、チームづくりは人づ
くり（会社もチームも何ら変わりない）
　一番の資産は人材、行き着く所は人

１．強いチーム、組織を作るには
　　―	最初からいい選手はもらえない	―
（1）	　既存の選手を伸ばす→監督の指導力が問わ

れる→高校の指導者が注目する→高校の選手
に勧める→有望選手が集まる→チームのレベ
ルが上がる→日本一に近づく

　　	　企業でも同じ。優良企業であれば人は集
まり、いい人材を選択できる。

　　	　既存の社員の能力を引き出すことが会社存
続のカギである。ある社員は果てしない能
力を持っているかもしれない。それを引き
出すのは社長であり、監督であり、上司で
ある。常にこの社員は、この選手は化ける
かもしれないという意識で接する。そうい
う態度で接していると本当に化ける。しか
し、化けない者は去ってもらう。組織であ
る以上、必ず人員の枠はある。他社のチー
ムの選手をうらやむ指導者は大成しない。

（2）		　合宿　県合同合宿　全日本実業団合宿
　　	　どういう意識づけをさせて参加させる
か。各セミナーも同様。1ランク上の合宿に
参加させると効果的。合同合宿等の場合、
「いい刺激になりました」‥‥では、多く
は望めない。刺激をもらうより刺激を与え
られる選手になって欲しい。

（3）		　常識はマンネリ化する。後追いしてもそ
のチームの前へは行けない、勝てない。実
業団の場合、数年在籍する。その為に基本
は大切だが、新鮮なものも取り入れる（情
報、練習法、刺激がなければ衰退する）。

（4）	　個々の表情から何を読み取るか。アドバイ
スの要否、指導量、その後の様子（アドバイス
されて嬉しい場合と嫌な場合を見極める）。

クラブ会報委員会 委 員 長　才木　邦夫　　 委　員　黒木　政純 ・ 圡井　弘志
副委員長　髙瀬　宏滋　　 　　　　坂本　　敏 ・ 見藤　史朗

＊9〜10月　例会予定＊

9月26日	 観月例会
	 18:30～	富士国際ホテル	屋上
	 雨天の場合は2階
10月3日	 YOSAKOIさせぼ祭り実行委員会
	 　委員長　川尻　章稔	様
10月10日	佐世保市国際政策課
	 　国際交流員　中国出身　 張

ちょう

　迪
てき

	様
10月17日	ロンドンオリンピック
	 銅メダリスト（アーチェリー）

	 　早川　漣
れん

	様
10月24日	佐世保市国際政策課
	 　国際交流員　韓国出身　李

い

　載
ぜ う

宇	様

２	．仕事の面白さ、競技の面白さ→選手、社員
と共有できるか（当然良い結果がでなければ
効果は薄い）。その結果に対しての報酬、見
返りは僅かでも必要。必ずしも金銭とは限ら
ない。言葉でも掲示することでも評価するこ
とは出来る。そこに喜びを感じれば人は伸び
る。達成感なしには次のステップには進む気
にはなれない。
　	　感受性の問題もあるが、ピンとこない人は
伸び悩む傾向にある。

３	．個々の特性を見極めた指示、練習、環境づ
くり
　	　集団で練習するとリズムを壊す選手、集団の
力を借りなければ走れない選手、なんら影響さ
れない選手。特に大一番を迎えた場合、どのケ
ースを取り入れたときが自信が持てるか。

　	　状況判断が大きなミスを招く。うそのタイ
ム、言葉でも構わない。要は最大限の能力を引
き出せばいい。しかし、いつもは使えない。

４．個々の特徴、育成方法

５．優秀な指導者の共通点
　	　	熱意、厳しさ、若さ（年齢的なものではない）

卓　　話


