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職業奉仕理念に今の時代がやっと追いついて
きたと言えます。最先端の道を100年以上にわ
たって歩んできた職業奉仕理念を実践する唯
一の団体がロータリークラブであると結ばれ
ていました。今日はアーサーF・シェルドンの
職業奉仕理念についてのお話をして、会長挨
拶といたします。ありがとうございました。

◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
◯卓話者
　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

レン

	様
◯ゲスト
　長崎国際大学アーチェリー部監督
　　金

キム

　相
サンフン

勲	様
　長崎国際大学RAC
　　会長　劉　本淳さん
　　幹事　北村　俊子さん
　　　　　白石　美穂さん
◯ビジター
　東京RC　深川　一太さん

	 幹事　円田　浩司さん
１．佐世保西RC	 会長　山口　管律さん
	 幹事　山本　茂雄さん
①	ＩＭ担当クラブよりＩＭ開催日程のお知らせ
が届いております。
　	2013年3月2日㈯		詳細は後日ご連絡いたし
ます。

	 会長　長島　　正さん
　皆さん今日は。今月は米山月
間と職業奉仕月間であります。
今日は、「ロータリーの友」の
今月号の冒頭に掲載されていま
した、釧路RCの小船井修一さん
の「今も輝くシェルドンの職業
奉仕理念」についてお話をしてみたいと思い
ます。
　職業奉仕という考え方を理解するうえで仕
事をする目的とは、ただお金を稼ぐだけでは
ない。会社を大きく素晴らしいものにするだ
けでもない。いかに地域社会に貢献し、地域
や人々の生活をより良く出来るかにある。そ
して、事業を成功させるには、顧客の満足を
追求する以外にはない。顧客満足の追求こそ
が成功の道である。と優れた経営者でもある
田中RI会長は、今年1月にサンディエゴで開催
された国際協議会で述べられました。この事
はシェルドンが1911年第2回全米RC連合会で
唱えた「継続的な利益をもたらす顧客の確保
が企業の継続的な発展を実現させる」を「最も
お客様の満足を得たものが、最も多く報われ
る」「One	Profits	Most	Who	Serves	Best」に
置き換えることができます。
　ロータリーの職業奉仕は、シェルドンによっ
て100年前にできあがった理念でありながら、
今日の企業活動理念と根底の部分が全く同じ
であります。シェルドンの職業奉仕理念は100
年以上経過しても陳腐化するどころか、その
輝きは増しています。むしろ、ロータリーの
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ん、佐世保RCの増本一也さん、大久保利博
さんが参加されました。

②	10月14日㈰	ハウステンボスで実施された
2013年ミス・ユニバース・ジャパン長崎大会に
ボランティアスタッフとして参加しました。

③	10月25日㈭	18:30からホテルオークラJRハウ
ステンボスにおいて、ローターアクトの例会
が開かれます。多数の皆様のご出席をお願
いいたします。

■親睦活動委員会	 委員長　中村　徳裕さん
男声合唱倶楽部　再度追加募集のご案内
　12月15日㈯のクリスマス忘年
家族会に向けて、男声合唱団を
結成し、すでに練習を開始して
います。
　現在、新人団員を追加募集い
たしております。これからでも
間に合います！！練習用CDも準備しておりま
す。練習日程は、下記のとおりの予定です。
歌の練習も楽しい親睦の機会です。ふるって
ご参加ください。

【練習日程】　
　10月17日㈬　18時30分　　　　　
　10月31日㈬　18時30分　　　　　
　11月21日㈬　18時30分　　　　　
　12月 5日㈬　18時30分　　　　　
　12月12日㈬　18時30分　　　　　
　練習場所：九州文化学園幼稚園ホール
　※	安部パストガバナーの特別のご配慮によるものです。

■長崎国際大学RAC	 会長　劉　本淳さん
　皆様、こんにちは。長崎国際大学RAC会長
の劉	本淳と申します
（幹事の北村俊子です）。
　本日は、佐世保RC
の例会に参加させて頂
き、ありがとうござい
ます。私たちの例会の
ご案内をさせて頂きます。10月25日㈭	18時30
分より、ホテルオークラJRハウステンボスにて
例会を行います。今回は、国際奉仕委員のメ
ンバーより、ハロウィンについてをメーンテー
マに行います。お忙しいと思われますが、皆様
のご参加お待ちしております。

②	クラブ現況及び活動計画書・前年度活動実績
報告書が届いております。

２．大村RC
　週報No.9～13が届いております。

３．長崎国際大学RAC
　①事業計画が届いております。
　・10月14日㈰
　　　	2013ミス・ユニバース・ジャパン長崎大会
　　　ボランティア
　　　会場：ハウステンボス
　・10月20日㈯・21日㈰
　　　	第7回B級ご当地グルメの祭典！
　　　B-1グランプリin北九州	ボランティア
　　　会場：	小倉北区・勝山公園、あさの汐風

公園一帯
　・11月3日㈯・4日㈰
　　　長崎国際大学祭　出展

　②事業報告が届いております。
　・10月8日（月・祝）
　　　北エリア交流会　長崎県立西海橋公園
　・10月14日㈰
　　　		2013ミス・ユニバース・ジャパン長崎大会
　　　ボランティア
　　　会場：ハウステンボス

４．聖和女子学院中学校高等学校
	 校長　真下　和枝	様
　	第31回チャリティーコンサート	聖和音楽の
つどい開催ご招待
　　日時／平成24年10月27日㈯　13:30～
　　会場／アルカスSASEBO大ホール

■ローターアクト委員会
	 　委員長　高橋　理一さん
①	10月11日㈭	ホテルオークラ
JRハウステンボスにおいて、
2012-2013年度国際ロータリ
ー第2740地区	ローターアク
ト公式訪問例会が、地区代表
の前田	貢さん、地区代表エ
レクトの川添大樹さん、北エリアリーダー
の福岡花菜さん等が出席され、尖閣諸島問
題のグループディスカッションをメーンテー
マに実施されました。RCからは、地区ロー
ターアクト委員長	伊万里西RCの古賀秀仁さ

委員会報告
その他の報告
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	 米倉洋一郎さん
　10月20日㈯に行います朗遊会にて、まだ「空
き」がありますので、お時間があってゴルフが
出来られる方は私（米倉）までご連絡ください。

	出席・例会委員会　委員長　有薗　良太さん
◯永年会員表彰
　佐保　　榮さん（29年）

◯出席100％表彰
　髙田　俊夫さん（18回）
　中村　徳裕さん（12回）
　田中　信孝さん（10回）
　松尾　慶一さん（7回）
　佐藤　丈治さん（2回）
　髙瀬　宏滋さん（2回）
　目黒　誠之さん（1回）

	 親睦活動委員会　白田　浩一さん
東京RC　深川　一太さん
　お世話になります。

長島　　正会長、円田　浩司幹事
平尾　幸一副幹事、円田　　昭さん
松本　由昭さん、圡井　弘志さん
増本　一也さん、梅村　良輔さん
森　　信正さん
　早川　漣さんの卓話に期待して。

山縣　義道さん
　東京RC	深川一太様のご来訪を歓迎します。

遠田　公夫さん
　米倉さん、先日の魚祭りでは、解体中のマグ

ロの大トロ、大サービス頂きありがとうござい
ました。また、お世話になりたいと思います。

中島　祥一さん
　10月10日、長崎新聞のゴルフ大会が琴海パ
サージュで行われました。あとで知ったので
すが、ダブルペリアがうまく当たり、10位に
入りました。賞品が楽しみです。

佐保　　榮さん、髙田　俊夫さん
中村　徳裕さん、佐藤　丈治さん
髙瀬　宏滋さん、目黒　誠之さん
　永年会員表彰、出席100％表彰ありがとうご
ざいました。

『私とアーチェリー』

　長崎県スポーツ専門員
       （県立佐世保商勤務）

　ロンドンオリンピック
　銅メダリスト（アーチェリー競技）

　　早川　　漣	様

　こんにちは。アーチェリー競技の早川です。本
日は変な訳の分からない日本語をしゃべるかもし
れませんが、よろしくお願いします。

Qジョークも素晴らしいですね。ところでオリ
ンピックの３位決定戦の時と今とでは、どちらが
緊張していますか。
Aここに来る前は今日の方が緊張していました
が、来てみてみなさん温かい雰囲気で、緊張が解
けました。
Q顔が怖い人（会場からクレームあり）もいますが
…。ところでアーチェリーは日本ではマイナーで分
かりにくいので、基本的なことを教えてください。
A今回のオリンピックでは的までの距離は70
㍍、的の大きさは122㌢。10点満点のところは
12.2㌢でした。
Q視力は相当あるんでしょうね。
Aいえ、あまりよくありません。小さい時はコン
タクトをしており、その後、手術しましたが、視
力は0.7か0.6ぐらいで、的はぼやけて見えます。
Qそれくらいの視力で70㍍先を狙うということ
は、結構、適当なんですね。

ニコニコボックス

ニコニコボックス	 本日合計	　20,000 円

	 累　　計	 329,000 円

◇

卓　　話

慶　　　祝

朗遊会より
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（今週の担当　才木　邦夫）
（カメラ担当　見藤　史朗）

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

＊10〜11月　例会予定＊

10月31日	 会員卓話
	 テレビ長崎　白田　浩一さん

11月7日	 佐世保海上保安部長
	 佐世保港長　七浦　弘幸	様

11月14日	 長崎県佐世保警察署長
	 警視正　泉　　繁樹	様

11月21日	 会員卓話
	 九州電力㈱相浦発電所

	 所長　城島　一彦さん

11月28日	 トータルビジネスマネジメント㈱
	 代表取締役社長　穎川　武司	様

Aそう言われればそうかもしれません(笑い)。
Q アーチェリーは体力、技術はもちろんです
が、精神的な要素が重要だと思います。試合の時
はどのようにして集中を図っているのですか。
A地味なスポーツながら、試合は朝から夜まで
と長いです。ずっと集中すると、ここだと思う
時に切れてしまいます。今の今だと思う時に、
この先はないと思って、この一本だけを楽しみ
にして集中するようにしています。しかし、練
習などの時はボーッとしていますね。
Qオリンピックで逆転した最後の一投はどんな
気持ちでしたか。
Aもう一生来ることがないかもしれないオリ
ンピックなので、悔いのないようにしようと思
いました。これまでお世話になった先生やコー
チ、それにいろんな方々を想像し、感謝を込め
て打ちました。
Q打つまでの制限時間とかないんですか。
Aあります。団体戦は3人で2分間のうちに6本
打たなければなりません。
Qゴルフでは２分しても打たない人がいる（爆
笑）のに、大変な競技ですね。ところで、これほ
どの身長（179㌢）があれば、バレーやバスケなど
からお誘いがあってもおかしくないと思います
が、なぜアーチェリーだったのですか。
A姉がやっていて、練習場に遊びに行ったらコ
ーチに勧められました。しかし、全然ダメでし
た。ただ、コーチが怖くてやめられず、今日ま
で来てしまいました。
Qクラブに入ってやめられなくなるというのは
分かります（なぜか、会場大爆笑）。ところでお
姉さんは強いですか。今回は出場できませんで
したが、北京で６位でした。
A強いですね。かなわないです。喧嘩したら私
の方が強いのですが。
Q今回のオリンピックでは世界的なスーパース
ターと会ったり、サインをもらったりとかの機
会はなかったのですか。
A卓球の愛ちゃんとか、体操の内村君とかは。
ボルトは会ったというか、見ました。サインし

てもらってもいいのでしょうが、私はこう見え
ても人見知りする方ですから。選手村は食事な
どすべてタダです。マクドナルドもあり、朝晩
食べていました。選手村の部屋は２人部屋で、
国別に、そして競技別で入ります。ただ、試合
が終わったら、次の競技の選手が入ってくるの
で出なければならず、他の競技の応援とか閉会
式などには出られませんでした。
Qアーチェリーはなぜ東洋が強いのでしょうか。
Aヨーロッパの人は趣味とか楽しみのレベルで
やっています。しかし、私たちは仕事として命
を懸けているので、成績が出るのではないかと
思います。
Qメダリストになってから何か変化したことは
ありませんか。
A個人的にはありませんが、周りの方々から声を
かけられるようになりました。マイナーな競技だ
けに、いい成績を残してアーチェリーを知っても
らいたいと思っていましたので、うれしいです。
Q次のオリンピックはどうですか。将来の夢も
お聞かせください。
Aできるところまではやりたいです。今回は団
体戦でのメダルだけでしたが、リベンジしたい
と思います。夢は将来のオリンピック選手を育
てることです。韓国が強いのは、やり始めが小
学生とか早いからです。子供たちを育てていき
たいですね。

（聞き手・プログラム委員会	委員長　松本　由昭さん）


