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を追求する姿勢が事業の失敗の最大の原因
であると、シェルドンは説いています。
　仮にこの「靴屋の世界大会」で大地震な
どの災害があり、世界中の靴屋が一度に死
んでしまったら、やがては世界中の人々が
靴を履くことが出来なくなり、その時はじ
めて「靴屋のありがたみ」と共に「職業の
本質は金儲けではなく、サービスの提供」
だと気付くことになるというのです。「職業
を通じて奉仕するという言葉の真意が理解
できる」というのです。
　「私たちの事業が存在する真の理由を意識
的に理解すれば、私たちの事業に新しい尊
厳と、より大きな栄光をもたらすことにな
ります」「この法則と調和を保って、意識的
に仕事をする人は、自らの仕事を愛する理
由を十分理解して、自分の仕事に心血を注
ぎ、知識と意識を傾注して働くことが出来
るのです」とシェルドンは述べています。
　「職業選択の自由」という事は、その人が
その職業に自信と愛着をもって働くことの
前提として大変重要なことだと思います。
　今回、このシェルドンの講話を読んで今
年の我が社の中学生の職場体験で、「単に企
業の規模や賃金が良いということだけで職
業を選択することよりも、自身が興味のあ
る分野、得意な分野へ進むための準備をす
るために今は学校の勉強に励みなさい」な
どと自分自身が修行の身でありながら、偉
そうな事を言ったのを思い出して自己反省
をしているところです。
	 以上

	 会長　富永　雅弘
　本日11月29日は、語呂合わ
せに都合がよいのか様々な記
念日となっています。「いい
肉の日」は、宮崎牛の味と品
質の良さをアピールする日
で、「いいブックの日」は、いい本をたくさ
ん読んでもらう日、「いいフグの日」は、ト
ラフグの美味しさをより多くの人に知って
もらう日、「いい服の日」は、いい服とは何
かを問い、いい服を作るために必要なこと
は何かを問う日となっています。
　このうち「いい服の日」のイベントとし
て、「トンボ」という学生服のメーカーが行
ったアイデア募集の中には、「タオル付体操
服」や「袖が取り外し可能なジャージ」「ア
イロンがけが不要のジャージ素材のセーラ
ー服」「濡れたハンカチを入れても大丈夫な
防水ポケット」などのユニークなアイデア
も出され、今後メーカーで商品化を検討す
るそうです。
　ロータリーの職業奉仕の理念の提唱者で
ある、アーサー･フレデリック･シェルドンは、
1921年のエジンバラでの世界大会で、有名な
「服屋」ならぬ「靴屋」の講話をしていま
す。あるとき、「靴屋の世界大会」が行われ
たと仮定して、その中で「あなたは何故靴
屋をしているのですか」という問いに、ほ
とんどの靴屋が「金儲けのため」「生活のた
め」と答えたのですが、そのような「儲け」
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４．第2740地区ガバナー事務所
　2740地区ホームページ更新お知らせ

５．地区青少年奉仕統括委員会
	 	委員長　奥村　　豊さん
　　地区インターアクト委員会
	 委員長　松田　洋一さん
　インターアクト後期指導者研修会のご案内
　　日時／2018年1月27日㈯　13:00〜16:05
　　会場／東彼杵町総合会館
　　	出席対象者／
　　　高校インターアクトクラブ顧問教諭
　　　インターアクター、ローターアクター
　　　提唱RC青少年、IA委員長及び委員

６．佐世保南ロータリークラブ会長
	 	小川　　信さん
　　創立60周年記念事業実行委員長
	 	國崎　忠臣さん
　創立60周年記念式典と感謝の宴ご案内
　　日時／平成30年1月13日㈯
　　　　　記念式典17:00　祝賀会18:00
　　場所／ホテルオークラJRハウステンボス

７．大村ロータリークラブ
　「週報No.14〜18」が届いております。

	 親睦活動委員会　委員長　坂本　　敏
　昨日は余興練習に参加いた
だきありがとうございました。
　次回は、12月5日㈫に予定
しております。そろそろレギ
ュラーの決定をしたいと思い
ますので、ご参加お願いします。

	 親睦活動委員会　橋詰　文雄
佐世保北RC　富田　耕司さん
　ご無沙汰致しております。

◯ロータリーソング「奉仕の理想」
◯卓話者
　株式会社コーベヤ九州
　グローバルスポーツ長崎店
　　　　　　　　　　　　	望月　千

ちゆき

幸	様
◯佐世保北RC　　　　　　富田　耕司さん
　佐世保中央RC　　　　　崎山　信幸さん

	 幹事　坂元　　崇
１．2016〜17年度国際ロータリー会長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジョンF. ジャーム

	 John	F	Germさん
　「	End	Polio	Now：歴史に1ページを刻もう」
　キャンペーン感謝状
　　	2016〜2017年度	クラブよりポリオ寄付

への感謝状

２．国際ロータリー日本事務局　経理室
　	2017年12月のロータリーレートは、
　1ドル＝112円です。（現行	114円）

３．第2740地区ガバナー	 駒井　英基さん
　　地区大会実行委員長	 田中　洋介さん
　①地区大会　ご出席･ご協力のお礼
　②個人表彰感謝状･記念品
　　50年以上在籍会員
　　円田三郎さん、武井洋一さん

ニコニコボックス

委員会報告

例 会 記 録

幹 事 報 告
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佐世保中央RC　崎山　信幸さん
　皆様こんにちは。佐世保中央ロータリーク
ラブの崎山です。本日はお世話になります。

松本　英介さん、井上　斉爾さん
大神　邦明さん、梅村　良輔さん
　富田耕司様の旭日小綬章授賞おめでとう
ございます。

富永　雅弘会長、坂元　　崇幹事
池田　真秀副幹事、德川　晃尚さん
吉澤　俊介さん
　ウルトラマラソン世界選手権メダリスト、
グローバルスポーツ長崎	望月千幸様の卓話
に期待してニコニコします。

	 ソングリーダー　黒木　政純
「椰子の実」合唱
　　　作詞：島崎	藤村
　　　作曲：大中	寅二

　1936年に発表された日本の歌曲
で、2007年には「日本の歌百選」
に選定されており、現在でも広く
愛唱されている叙情歌である。
　この詩は1898年（明治31年）の夏、1ヵ月半ほど伊
良湖岬に滞在した柳田國男が浜に流れ着いた椰子の
実の話を藤村に語り、藤村がその話を元に創作した
ものである。

『ウルトラマラソンとトレイル
ランニング（山岳）の魅力』

　株式会社コーベヤ九州
　グローバルスポーツ 長崎店

　　　　望月　千
ち ゆ き

幸	様

　佐世保ロータリークラブの皆様、はじめま
して。長崎市内のゆめタウン夢彩都３階に
ありますグローバルスポーツ長崎店の望月と
申します。
　出身は平戸市の生月で、よく佐世保市内
には遊びに来たり、買い物に来たりしてい
ました。この度はこのような機会をいただ
き誠にありがとうございます。
　私は2005年に松浦高等学校を卒業後、
群馬県にあるヤマダ電機に実業団選手とし
て４年間在籍した後、2009年からは大分に
あるキャノンアスリートクラブ九州に７年間
実業団選手として在籍しておりました。キ
ャノンアスリートクラブ在籍中は、別府大分
毎日マラソンで４回（2011年、2012年、
2013年、2015年）優勝し、サロマ湖ウルト
ラマラソン50kmの部で２回優勝（2012年、
2013年）、サロマ湖ウルトラマラソン100km
の部で２回（2014年、2015年）優勝しまし
た。そして、100kmの世界選手権に日本代
表として３回出場し、2014年のドーハ・カ
タールでは個人・団体（女子）で銀メダル、
2016年のスペインでは個人７位、団体（女
子）で金メダルを獲得しました。
　ここで「ウルトラマラソン」と「トレイ
ルランニング」について簡単に説明いたし
ますと、ウルトラマラソンは42.195kmを超
える距離を走るマラソンで、競技人口は約
３万人、トレイルランニングは登山道や舗
装されていない山や自然の中を水などの装
備物を持って走るスポーツで、約７万５千
人が楽しんでいます。

ニコニコボックス	 本日合計	 　11,000 円

	 累　　計	 511,000 円

◇

卓　　話

歌の時間
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クラブ会報委員会 委 員 長　筒井　和彦　　 委　員　田中　信孝 ・ 中川　知之 ・ 西田　勝彦
副委員長　德川　晃尚　　 　　　　木下　貴夫 ・ 中嶋　　徹 ・ 川添　秀則

（今週の担当：川添　秀則）
（カメラ担当：筒井　和彦）

　私は、ウルトラマラソンとトレイルラン
ニング中心の競技生活をしたいと思い、
2016年３月末にキャノンアスリートクラブ
九州（大分キャノン）を引退、退職し、長崎
県に帰ってきました。2016年６月からは、
長崎市のゆめタウン夢彩都３階にあるグロ
ーバルスポーツ長崎店で働いています。
　ウルトラマラソンとトレイルランニングの
魅力として感じていることは「達成感」や
「人との交流」、そして「自然の中を思いっ
きり走ることができる」ということです。
　現在は「トレイルランニングで日本代表
として世界選手権に出場したい」「信越五岳
（100kmの部）トレイルランニングレースのデ
ザインが素晴らしいトロフィーを獲得する」
という夢を叶えるべく、日々の練習をがん
ばっておりまして、長崎県内にウルトラマ
ラソンやトレイルランニングという競技を
広げられるよう、お店の方で１年に２回の
50kmランニングや、１年に５回程のトレイ
ルランニングのイベントを行っております。
　本日はありがとうございました。

＊12〜1月  例会卓話者予定＊

12月13日	 地区米山記念奨学生（琴海RC）
	 （	長崎大学、カザフスタン出身、世話ク

ラブ：長崎RC）

	 	 ミセイエフ・アルタイさん

12月20日	 佐世保市健康寿命延伸推進協議会	事務局
（	㈱NTTデータ経営研究所	ライフ・バリ
ュー・クリエイションユニット	ヘルスケア
グループ	マネージャー）

	 	 朝	長　　大	様	
12月27日	 指定休会日
１月３日	 指定休会日
１月10日	 クラブ協議会
１月17日	 クラブ協議会

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
日時／12月19日㈫　17:00〜〔予定〕
会場／西海学園高等学校	記念館	会議室

日時／	1月16日㈫　17:00〜〔予定〕
会場／西海学園高等学校	記念館	会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／12月7日㈭　19:00（食事）〜
会場／長崎国際大学	食堂

日時／12月21日㈭　19:00（食事）〜
　　　クリスマス例会〔予定〕
会場／未定

＊	西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。
＊	RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。


