
佐世保中央ロータリークラブ©

　皆様こんにちは！
１７日間繰り広げられたバンクーバーオリンピックも先日盛大

に閉会式が行われました。 期間中、 各種目において皆様も

夫々に興味を持って応援されたことと思います。 日本の代

表選手も４年間涙ぐましい努力の結果をこの瞬間の一発勝

負にかけました。

　もちろん全選手が同じ目標を持って努力をするわけですか

ら、 なかなか頂点に立つのは容易なことではありません。 し

かし、 そのプレッシャーと戦いながら結果を出す選手たちを

応援する私たちも自然と熱が入り感動を覚えます。 今回日

本は銀メダル２個、 銅メダル３個と、 中国や韓国と比べても

見劣りする結果となりました。いったい何が違うのでしょうか？

中国や韓国は国策で強化選手を育て、 スポーツを通じて子

供たちに夢や目標を与えています。

　はたや、 日本は事業仕分けで予算を削り、 選手の練習に

も影響が出ているのではないでしょうか？そんな環境の中で

精一杯頑張った選手達に拍手を送りたいと思います。 結果

はどうであれ日々の努力があって初めて成果が表れるもので

す。 けっして一発勝負のまぐれなどありません。 練習もしな

いでゴルフをしても、 たまに、 まぐれはあってもほとんど結

果が残せないのは当たり前のことです。

本日のビジター紹介

幹事報告
幹事／池永 隆司 君
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１． 例会変更

　　佐世保西ロータリークラブ

　　　3月23日( 火 )　休会　定款第6条第1節により

　　　3月30日( 火 )12：30～→3月30日( 火 )18：30～

　　　ホテル万松楼　観桜例会のため

　　佐世保東ロータリークラブ

　　　3月25日( 木 )12：30～→3月27日(土 )18：30～

　　　魚魚の館　　観桜家族会の為

２． 来　　信

　　・ガバナー事務所より

　　　１） 出席率の算出について、 確認事項

　　　２） 麻薬・覚せい剤乱用防止センターNEWS LETTER送付

　　・釜山蓮山ロータリークラブより

　　　創立１９周年記念例会のご案内

　　　日時　４月８日( 木 )　場所　釜山市　海岩グリル　大宴会場
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　九州公論社 主幹 世話人　　　　　　　　　　河口 雅子様　

　ハウステンボス佐世保ータリークラブ　　増本 恒彦様

　さて、 来週はボーリング例会を企画いたしました。 めった

にボーリング等する機会がないと思いますのでこの際、 多

数のご参加をお願いします。 先日、 努力もしないで 200ＵＰを

出された指山会員が本当の実力なのか、 まぐれなのか、

会員全員で見届けたいと思います。

会長：井上 亮／副会長：平岩 義昭／幹事：池永 隆司創立：1990年9月29日／認証：1990年10月22日
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本日の合計　　　　　　　10,000 円

本年度の累計　　　　 670,000 円

　・佐世保南ロータリークラブより

　　第３８回佐世保市内８ＲＣ親睦ゴルフ大会競技委員・担当　

　　幹事会議ご案内

　　日時：3月29日(月)　午後１時４５分～

　　場所：セントラルホテル佐世保　サルビアの間

　・ハウステンボス佐世保ロータリークラブより

　　障害者優良雇用事業所及び優良勤労障害者表彰式のご案内

　　日時：3月16日( 火 )12：30～

　　　　　　例会・食事　特別企画　表彰式　

　　場所：ハウステンボス　ホテルヨーロッパ　レンブラントホール

３． 伝達・通知

　来週の夜の例会は佐世保ラッキーボールでスポーツ例会で

　す。 お間違えのないようにお願いします。

来週のスポーツ例会場は１８:３０～佐世保ラッキーボウルです。

駐車場はクラブからは確保しておりませんので、 ご自分で判断

ください。

委員会報告
国際奉仕委員長/古川 直記 君

ニコニコボックス
親睦活動委員会／浅野 訓一君

ハウステンボス佐世保ロータリークラブ　　増本 恒彦様

マスモトです。 ( まちがえないで下さい。） 井上会長の時に一度は

と思いメイキャプに参りました。 ハウステンボス佐世保ＲＣも皆様忘

れないで下さい。

井上 亮会長・平岩 義明副会長・池永 隆司幹事

皆さん、 こんにちは。 いつも会長挨拶とニコニコの内容が同じで

面白くないと一部の方のご意見があり、 なかなか苦慮しています。

中央会
幹事・坂井 智照 君

委員会報告
親睦活動委員会/野村 和義 君

釜山蓮山ロータリークラブ記念式典にご参加予定の２７名、 くれ

ぐれ もパスポートを用意していてください。

３月２０日(土) １２:５０より佐世保カントリー倶楽部で5 組スタート

します。 皆様方の多数の参加をお願いします。

昨日は市内８ＲＣの会長 ・ 幹事会でした。 会長 ・ 幹事会は二ヶ月

に１回開催ですので残り５月の１回となります。 いよいよ私の時代も

終わるかなと感じています。 ちなみに３月は私の誕生月です。 有

形、 無形に関わらず、 お心づくし承ります。 本日は月刊 「虹」 の

主幹発行人河口雅子様の卓話となっています。 最後までよろしく

お願いします。

指山康二君 ・田雑豪裕君

河口雅子さんのご来訪に感謝を申し上げ、 ニコニコ致します。

溝上純一郎君

結婚記念日のお花ありがとうございました。

瀬戸浩君

昨日結婚記念日のお花を頂き、 ありがとうございました。

後田明子君

遅くなりましたが、 結婚記念日のお花ありがとうございました。 無

事に２３年がすぎ２４年目に突入です。

前田眞澄君

皆さんこんにちは。 先日３月２日に中村貴君の病院であんな所や

こんな所と色々検査してもらいました。 中村貴君の仕事ぶりはテン

ションが高く、 年配の患者さんによくわかるように説明している声が

廊下まで聞こえてました。 おけが様で全然問題なし、 きれいな体

とお墨付きをもらいました。 きれいな体でお婿に行ける事に感謝シ

テニコニコします。
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　私は雪深い中国牡丹江で満鉄社員の子として１９３

９年３月３日に生まれました。従って引揚者です。自

我が芽生え始めた頃、横にいたのは人形にしたいよう

な大人しい美しい姉でした。一方私は目はドングリ目、

色は板敷色の癇の強い泣き虫でした。美人に生まれつ

いた人は何んの努力を要らないということを見せつけ

られ、美しい姉を追い越す手立てを思い、孤独に、男

の子の遊びばかりに熱中し、満州とは異なる西彼杵半

島の大自然の中で大人たちのやることならなんでも

やってみる、という母子家庭にありなから好奇心旺盛

の子供時代を過ごします。

　助産婦だった母を失いやがて進学。孤児同然では高

校進学も諦め、准看護婦養成所に入り瞠目します。比

島戦線から生還した日赤出身の大先輩たちの目と指導

の厳しさは単に、ただの美人を追い越すなんてとんで

もない。生と死の狭間にある生命に与る仕事には「否」

がない。

　この養成所の二年間と、後にお礼奉公のようになっ

てしまった三年を合わせた市民病院での五年間は、「仕

事に就いたら最後まで」という頑強な精神を叩き込ま

れました。昭和三十年代の半端、前主幹の河口憲三と

知り合い、長崎拡張を続けていた虹の長崎担当となり、

以来約十年、会社に出社しない幽霊社員として鍛えら

れました。

　いわば日陰の生活ではありながら、この十年がなかっ

たなら今日の私はありません。「万巻の書」とはいわな

いまでも、　ありとあらいる文学書を読まされ、「女は

街の花だと心得よ」「酒は飲んでも潰れない方法」「弱

者の立場を弁える」ことなどなど多くを教えられ、下

世話な話ながら、夜、私が一人で出掛ける時もどんな

服装で出掛けるのか点検する有様でした。

　河口が逝って十九年、それも含めて編集長就任から

今日まで二十四年の間に学ばせて貰ったことは、人間

は魚と一緒で，雄は複数の巣に出入りし、雌は一人の

雄しか愛することができない（例外もありますが・・・）

ということ。「糟糖の妻」「夫婦一心同体」ではなく、

それでもなお、妻の新しさを発見し、髪型でも変わっ

たら、「いいねぇ」の一言が、女（妻）を美しく端々しく

させるのではないでしょうか。

「私を造ってくれたもの」

月刊虹 主幹発行人 　河口　雅子様

次回例会　  ３月１１日(木)１８：３０～
　　　　スポーツ例会＠ラッキーボウル

次次回例会　 ３月１８日(木)１２：３０～

ＳＡＡ . 司会 ： 鶴田明敏君／音響 ： 南部　建君
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