Weekly Bulletin of Hirosaki Apple Rotary Club

弘前アップル RC 週報
例会日：月曜日 19 時

2012/07/23

第 15 回例会
2012-2013 年度

「3.11 東日本大震災と私」
外部卓話：秋山現信（水戸 RC）
「この世に誰かがやらなければならないことがある時、僕はそ
の誰かになりたい」（中田厚仁）

RI 会長：田中作次
地区ガバナー：松本康子
会 長：山本周平
幹 事：菊池 勲

■例会予定 ■
8 月 6 日（月）
理事会 （18：30～19：00）
各委員会活動計画発表
8 月 13 日（月）
休 会
8 月 20 日（月）
E 例会 「ロータリーの綱領に
ついて」
8 月 27 日（月）
内部卓話
「私の履歴書」（秋元隆会員）
9 月 3 日（月）
3.11 の地震で一番被害が大
きかったのは水戸です。自宅
は全壊でした。水戸クラブの
会員の 120 名のうち 15 名の
自宅が全壊です。市役所、水
道局も全壊です。お寺は全壊
でしたが会館の方が壊れませ
んでしたので 150 名の避難民
を受け入れました。福島県い
わき市に私のお寺があるので、
車で支援物資を届けていまし
た。震災までは陸前高田とは
まったく無縁でした。私の親

友に鹿島アントラーズの
小笠原選手がいますが、
私が東北に行っていると
いうことを知り、盛岡市
出身で大船渡高校卒業の
小笠原選手から一番被害
の大きかった陸前高田に
行ってくれないかとの依
頼があり、そこから彼と
二人の陸前高田への支援
が始まりました。一極集
中で行いました。ロータ
リーの四つのテストの

休 会（6 日のガバナー公式
訪問例会と振替）

ガバナー公式訪問例会
月 6 日（木）19 時
全員出席でお迎えしましょ
う！
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「みんなに公平か？」がひっ
かかりましたが、まんべんな
く支援をするというのは不可
能です。津波はみんなに公平
に来ていません。もともとの
平等とか公平の意味は、皆が
同じにするという意味ではあ
りません。命が一回人に与え
られた、これが平等とか公平
の意味です。これをどう使う
かということを特に若い人に
は考えてもらいたいと思いま
す。後でわかったことですが、
震災時県庁には何十トンいう
水があったのに放出しません
でした。その理由は県内にま
んべんなく配られないから。
そのあと結局余ってしまって
ご自由にお取りくださいとい
うバカなことがおきていた。
一番大事なことは自分で結果
に責任をとる覚悟があるかど
うか。行政というのは責任を
とらない。だから自分から進
んで行動を起こさない。私の
心の根底に、カンボジアで国
連ボランティアとして選挙活
動に参加して 25 歳で殺され
た中田厚仁君が語った言葉が
一生忘れられません。『この
世の中に 誰かがやらなけれ
ばならないことがある時、僕
はその"誰か"になりたい』。
自分も被災しましたが、ここ
でもし東北へ支援しに行かな
かったら一生後悔するんじゃ
ないか。これまでロータリー
やボーイスカウトの関係で、
世界の被災地へ行った経験が
少なからずありますが、陸前
高田が一番ひどかった。僕の
通帳はドラえもんの通帳と呼

ばれていました。使っても、
使ってもお金が入ってくるか
ら。全国のロータリアンがバ
ックアップしてくれたからで
す。このお金は直接被災地へ
行きます。物資が要るのは災
害が起きてから 10 日まで。
現金は物に変わります。しか
し物はお金に変わりません。
未だに物資が送ってこられま
すが、それはかえって地元の
人を苦しめているのです。こ
のことがわからない。今被災
地ではなんでも買えますので、
お金を送ってもらえばいいの
です。高田に動く七夕祭りと
いうお祭りがあります。高田
では 2000 名以上方が亡くな
って未だに 300 名以上の方が
行方不明です。どうしても鎮
魂の祭りをやりたかった。報
道ステーションの DVD を見
てください。（両親を津波で
亡くした少年と陸前高田の七
夕祭りの準備の様子が流され
る）
この及川君と同じよ
うに両親を亡くした子がたく
さんいるのです。この子たち
は遠い親戚よりもいつも生活
しているコミュニティの中で
暮らしたいのです。七夕祭り
にはたくさんの和紙がいるが、
四国の大西さんというロータ
リアンが協力してくれました。
ロータリーというのはいろん
な職種の方がいるのがすごい
と思います。お菓子屋さんが
復興したいがどうしたらよい
かと、水戸の大きな製菓会社
の社長がロータリアンなので
相談しました。陸前高田の塩

羊羹を作ることにしました。
陸前高田へ来ても買っていく
お土産がない。お土産が必要
だったのです。結構売れまし
た。
陸前高田ロー
タリークラブの佐々木松雄さ
んとの出会いがありました。
奥さんを亡くしているのです
が祭りの火付け役です。4 月
29 日に 1000 人規模のバーベ
キューパーティーをしました。
この時、陸前高田ロータリー
クラブの例会をしました。10
人集まりましたが、被災後初
めて会った会員もいました。
黙祷をして点鐘をしました。
お葬式を出していない方がた
くさんいるのです。今度の 8
月お祭りの前の日に合同葬儀
をだすことになりました。小
笠原選手が主催のサッカー教
室も行いましたが、ボールを
蹴る場所がない。空地を作り
そこでサッカーをやるプロジ
ェクトを始めました。動けば
動く、というのが座右の銘で
す。まずやってしまおう、お
金はあとでついてきます。実
際に現場に行かないとわから
ないことがたくさんあります。
見て自分で判断して決断する。
そして、その結果に自分で責
任を持つことが大事です。ど
こにいても被災地への、被災
者への支援はできます。募金
すること、笑顔で避難民に接
すること、そして祈ること。
今後もご支援をよろしくお願
いたします。
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ニコニコボックス
1 秋山

現信

2 田中

祐介

3 荒田

俊治

4 坂本

大輔

5 吉田

淑子

6 木村

由美

7 関場

ボス

8 菊池

勲

9 三浦

順子

10 上田

勝

11 渡邊

潔

12 吉澤

葉子

13 岡本

薫

14 山田

順子

細川
子
16 宇野
17 笹森

美奈

15

純子
剛

合計：17,330 円
弘前アップル RC 誕生おめでとうございます。
【10000 円頂きました。】
昨日、八戸でドリ－ムプランプレゼンテ－ションというイベント
の支援に行ってきました。8 人の大人が自分と向き合い本気で夢
を語るというイベントです。感動の嵐でした！9 月 23 日はアップ
ルランドであります。みなさん、是非一緒に本気の大人に会いに
いきましょう。
最近、私の腰は快調です♪
ロ－タリ－がきかっけで、長年の夢だったゴルフランドデビュ
－。結果はフェイスブックの通り「ボコボコ」でした。ニコニコ
報告ではなくボコボコ報告でした。
沖縄に行ってきました。後で皆さんにお土産あります。とても暑
くて大変でした。青森の夏はいいね！！
今日の卓話を楽しみにしておりました。また、新たな出会いに感
謝です。
◎笹森パストガバナ－、メ－クアップありがとうございます。◎
秋山さんを熱烈歓迎します。ようこそ弘前アップルＲＣへ◎菊池
さん富士登山成功を祝して◎ユンコお帰り◎山本会長のギックリ
腰が早く良くなりますように！
雨にも負けず富士山登山に行ってきました。天候が悪く、とても
大変な道のりでしたが、会社の仲間と「きずな」が深まりいい機
会になりました
秋山様ようこそ！！卓話楽しみです。
厳しい予算ながら新規工事 1 本….とれそう。個人的にも、シ－ド
ル・スマ－トグリッド提案などに取り組むグル－プとの連携がで
きそうで活動の巾が広がっています。
本校最後の硬式野球部の試合が 7/17 にありました。1 対 8 で負け
ましたが、子ども達は精一杯頑張ってました。
今日は卓話楽しみにしてきました。秋山さんの奉仕活動に頭がさ
がります。今後ともご指導下さい。又よろしくお願いいたしま
す。
庭に咲く様々な色のあじさいを楽しんでいます。秋山先生ようこ
そ弘前アップルＲＣへ！卓話を楽しみにしております。
バルセロナの学会から戻りましたぁ～！思ったよりも暑くなく、
でも良い天気で食事も（もちろん学会発表も）エンジョイしてき
ました。でもまだ時差ボケ
秋山さんようこそおいで頂きました。卓話を楽しみにしていま
す。
秋山さんの卓話を楽しみにしてきました。「わくわく♪」
1000 円頂きました。メッセ－ジなし！

Weekly Bulletin of Hirosaki Apple Rotary Club

メークアップ報告
■7/23 出席：会員数 25 出席 17 68％⇒修正出席率 100％
ビジター：笹森剛ＰＧ、秋山現信さん
ゲスト： 長尾衣季子さん、高田直樹さん、鎌田智行さん、長尾美穂子さん、桜庭美紀子さん、
三浦正彦さん
7/10：大鰐ＲＣ例会 宇野、三浦
7/11：弘前東ＲＣ例会 関場、三浦
7/12：黒石ＲＣ例会 三浦
7/13：弘前東ＲＣ ホストファミリー打合せ会議：関場、三浦
7/15：地区派遣学生壮行会兼来訪学生受入れオリエンテーション 三浦
7/19：弘前西ＲＣ例会 関場、三浦
7/23：弘前ＲＣ例会 関場、三浦
■7/9 出席率 64％⇒修正出席率 88％
7/5：弘前西ＲＣ例会 菊池、北川
7/7：地区会員増強・職業奉仕合同セミナー 坂本、山本、三浦
7/8：全国青少年交換委員長会議 関場

会長挨拶（荒田副会長）

幹事報告
ロータリーレートは 7 月 1 日
より 1 ドル 80 円です。
十和田八甲 RC 創立 10 周年
記念式典：9 月 30 日（日）
登録料 10,000 円 申込締切
7 月 31 日まで

本日の秋山様の卓話にたい
へん感銘を受けました。サッ
カーを上達するには理論も大
事だが日々の練習（実践）が
不可欠なように、奉仕活動に
おいても日々の実践が何より
も大事だと思い知らされまし
た。秋山様の今後のますます
のご活躍を祈っています。

アカデミー委員会報告
8 月 20 日（月）は E 例会で
す。テーマはロータリーの綱
領ですので、ロータリーの綱
領をよく読んでおいてくださ

仙台七夕祭りの原型である陸前
高田のうごく七夕祭りの T シャ

い。実施要項は FB にてお知

ツ。懇親会で吉澤会員がいつの

らせいたします。

間にかゲット！

