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第 20 回例会

2012-13 年度 RI テーマ

内部卓話「私の履歴書」
荒田俊治会員

奉仕を通じて平和を
RI 会長
田中作次
RI2830 地区ガバナー
松本康子
■例会・行事予定 ■
9 月 17 日（月）
休会（敬老の日）
9 月 24 日（月）
内部卓話：「私の履歴書」
（板澤雅人会員）
9 月 27 日（木）
青少年交換学生帰国報告会
（弘前東クラブ主催）
9 月 30 日（日）
十和田八甲 RC10 周年記念
式典
10 月 1 日（月）

レストランもやっています
が実は私はきちんと許可をと
っている建設業者でもありま
して、6 時まで現場で仕事を
していたものですから、例会
を少し遅刻してしまいました。
私は昭和 27 年に弘前で生ま
れました。両親に愛されてす
くすくと育ちました。小学校
に入ったときに担任の先生が
ノックをしてくれたのですが、
その白球が青空に飛んで行っ
たそのボールの姿にすごく感
動して、それから僕は野球小
僧となり小学校では野球一筋
でした。あとは昆虫採集をし

たり、父と一緒に岩木山へ

理事会

年 5-6 回は登り、冬は父親
がスキーが好きだったので
スキーをしていました。中
学校は弘前一中で、最初は
野球部に入ろうと思ったの
ですが、野球部には素行の
良くない生徒が多く、よく
体罰としてバットの上に正
座をさせらているというこ
とを聞いて野球部に入るこ
とをやめました。ある日、
三人の友人と一緒に中体連
のバレーボールの会場にい
ったら、一中のバレーボー
ルのチームの人数が足りな

内部卓話：「私の履歴書」
（上田勝会員）
10 月 8 日（月）
休会（体育の日）
10 月 13－14 日
地区大会（青森市）
10 月 15 日（月）
休会（地区大会と振替）
10 月 22 日（月）
内部卓話：「私の履歴書」
（岡本薫会員）
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く、「おい、お前ちょっとサ
ーブを打ってみろ」と言われ
て、たまたまサーブがうまく
入り身長も一番高かったもの
でそのまま試合に出させられ、
もちろんそんな程度のチーム
でしたのでぼろ負けでした。
そのままバレーボール部にい
ました。そのバレーボール部
はなんと夏には水泳部になり、
市営プールで水泳部の先生に
「お前ちょっと泳いでみろ」
と言われ泳いだら、「お前は
400m 自由形だ」と言われ水
泳の選手になってしまいまし
た。ある時、野球大会にでた
ところ僕らのチームがたまた
ま決勝までいってしまい、そ
こに野球部の先生が来ていて、
野球部に来いと言われ、スカ
ウトされたのならいじめられ
ることもなく球拾いをしなく
てもすむかなと、野球部に入
りました。県大会で決勝まで
いったのですが、それは上級
生に上手い選手がいたからで、
それを自覚せずチーム全体が
慢心してしまい、守備などろ
くに練習せずにバッティング
の練習だけしていたものだか
ら新人戦では一回戦で負けて
しまいました。県のスキー大
会に出て、県の代表となりス
キー大会の全国大会に出て上
位 15 人に入ったので、ジュ
ニアナショナルチームに入り
ました。それまでスキー場で、
ただいたずら程度に滑ってい
ただけなのに、レーサーにな
ってしまいました。全日本の
合宿に参加していろんなこと
を学びました。翌年の全国大

会へ出たら、新潟の選手です
ごくうまい人がいたので、意
地になって東奥義塾高校のス
キー部に入り一年生のときに
インターハイで優勝しました。
（すごい！との声が）全日本
チームは 15 人いましたが、
予算が無いということで 6 人
に絞るということになりまし
た。大学生や社会人がいたの
で、僕はもれてしまいました。
札幌オリンピックへ向けての
強化チームなのに、お金がそ
んなに無いのかとがっかりし
たことを覚えています。ルフ
トハンザ主催の国際大会でジ
ュッサル・トエニーという僕
より一歳上のイタリアのすご
い選手がいて、とてもうまか
った。今まで日本では見たこ
とがないほど速く、これはま
ねなと思いました。世界のレ
ベルとはこんなにすごいのか。
この人とさらに競う根性があ
るかと言えば、もうその頃は
スキーに飽きていて、一年中
スキーをすることは大変なこ
となので、スキーをやめてし
まいました。一つ心残りだっ
たのは、技術的に疑問なこと
があって、この疑問に日本の
コーチの誰も答えられなかっ
たことでした。この年に靴が
プラスチックとなり、フラン
スのジャン・クロード・キリ
―が抱え込み蹴り出しという
新しいテクニックを使いだし
た頃です。その当時、スキー
の教え方は経験の積み重ねで
しかなく、経験論だったので
コーチが変わると教えも違い、
まったく正反対のことを教え
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られたこともありました。僕
はわりと器用な方だったので
教えられたとおりなんでもす
ぐできましたが、ばかばかし
くなり自分なりに楽してもっ
と早くすべる方法がないかと
考えましたが、一点わからな
いところがあり、その疑問に
日本のコーチは誰も答えられ
なかった。そこでお金をため
てフランスのグルノーブル大
学へ行き、ジョルジュジ・ジ
ベールというジャン・クロー
ド・キリ―がなぜ速いかを説
明した人のところへ赴きまし
た。彼は生理学者で図を描き
ながらよくわかるように説明
してくれたのですが、まさに
目からうろこでした。アンチ
スペーション（事前に）とい
うテクニックだったのですが、
それが現在のカービングのテ
クニックの基となっています。
大学受験は失敗し、一浪し
て予備校へ行かず親の金で遊
んでいました。ところが突然
勉強したくなったんです。と
いうのは会話の中に出てくる
経済の言葉が少しもわからな
かった。日本語でもわからな
い。そこでコロラド大学へ行
きました。その時に私に言っ
た親の言葉は今でも忘れられ
ません。もっと早くにその気
になってくれていればよかっ
たのに。（爆笑）大学ではマ
ーケッティングを勉強しまし
た。僕はずっと一つのことが
できないので、一つのことを
続けている人をとても尊敬し
ています。行く先々でその場
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所が気に入りずっとアメリカ
にいようと思ったのですが、
父が病気になったので心配に
なり、僕が帰らなくてはと思
い弘前へ帰ってきました。
帰国後は職がなくて失業保
険で食べていましたが、これ
ではだめだと高校の数学の教
師になりました。父はエンジ
ニアだったのですが、好きな
ことをして生きて行けといつ
も言われていたのですが、父
が病気になった時に考える余
地もなく弘前へ帰ってきまし
た。弘前で妻と二人でなんで
もやって生きていこうと思い、
最初はリンゴジュースをやり
ました。当時はリンゴジュー
ス 720ml3 本で 1800 円が普
通の価格でした。結構高い値
段だったので、高いものを売
るのはデパートだと思い、伊
勢丹と三越と高島屋へ行った
んですが、伊勢丹が一番熱心
に話を聞いてくれたので、伊
勢丹と交渉して、美味しいだ
けではなく無農薬で健康にも
良いこだわりのリンゴジュー
ス 3 本 3000 円と 5000 円のと
2 種類作ったんですが、5000
円の方がどんどん売れました。
当時はバブルの頃で、日本全
体が狂っていたんでしょうね。
これは今も続けています。
建築の方ですが、今、ロシ
ア、北欧の建材がおおく使わ
れていますが、乱伐でだめに
なるだろうと思います。北米
ではきちんと伐採をコントロ
ールしていて、針葉樹から広

葉樹まであり、北米の建材は
将来性があるということで、
アメリカへ行ってシアトルの
大きなハディックという建材
の卸会社と交渉し建材もまと
めて買うようにしました。私
のまわりには日本やアメリカ
の設計士が 5 人いて、その人
たちの助けを借りながら、新
しいアイデアをもらってやっ
ています。建築の仕事は楽し
いですけど、お金が儲けられ
ないです。でも楽しいので続
けていますが、住むだけで身
体が鍛えられるといった新し
いアイデアで家を作ってみた
いなと思っています。（笑）
今、子どもたちがいなくな
って、気がつけば年老いた母
とかみさんと三人で、食べる
ものも有り合わせのものにな
りがちでしたので、それでは
だめだと、同じような環境の
人もいるだろうとレストラン
を始めました。これも楽しい。
いろんな人が来てくださって、
遅い時間にはいっしょにお客
さんと酒を飲んだり、とても
楽しい毎日を過ごしています。
マーケッティングを勉強して
いて良かったなあと思ってい
ます。それが今役立っている
のですから。60 歳なので、
もうちょっとしたらまた次の
一手を考えるかも知れません。
5-6 年したらいろんなローン
を返し終わるので、スポーツ
カーと軽トラを買って、サン
グラスをかけて海に行きたい。
それが今のところの夢です。
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幹事報告
● 9 月 16 日、カルチャー
ロードです。参加できる方は、
当日のお手伝いをよろしくお
願いいたします。
● 9 月 17 日は休会です。
● 地区大会の案内が来てい
ます。できるだけ多くの方の
参加をお願いいたします。地
区大会の 9 月 20 日が登録締
め切りですので、三浦順子さ
んまで。

委員会報告
カルチャーロード実行委員長
坂本大輔会員：

9 月 16 日（日）9 時 30 分
～15 時 30 分です。雨天の場
合、カルチャーロードは次週
へ延期ですが、当クラブは参
加中止といたします。7 時 30
分にアイエーネットワークへ
集合してください。車でお越
しの方は学習センターへ駐車
してください。当クラブの出
店場所は、上土手町の「牛角」
の斜め向かいです。

ニコニコ Box
7,120 円
山本周平会長：順子さんハッ
ピ－バ－スデ－！まだ知りあ
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って 1 年も経っていないのに、
僕の中でとてつもなく大きな
存在になってます。三浦さん
に出会えて本当に良かったで
す。これからもよろしくです。
菊池勲幹事：三浦さんお誕生
日おめでとうございます。い
つもお世話になりっぱなしで
すが、いつか三浦さんが安心
して見ていられる存在になる
ように頑張ります！三浦チル
ドレンの一人。
関場慶博会員：①淑ちゃん、
遅くなりましたがご自宅新築
おめでとうございます。心ば
かりのプレゼントを受けとり
下さい。②Happy Birthday
Junko san ③カルチャ－ロ－
ドがんばっぺ！
三浦順子会員：先日のガバナ
－訪問お疲れ様でした。ガバ
ナ－とっても喜んで下さいま
した。みんなで増強よろし
く！めざせ 15 人！
渡邊潔会員：順子さん誕生日
おめでとうございます。順子
さとの出会いは私にとって大
切なものです。これからもよ
ろしくお願いします。
山田順子会員：順子さんお誕
生日おめでとうございました。
～何度目かは本人も忘れてい
らっしゃるようなので聞きま
せん。ステキなダ～リンをお
持ちでうらやましいですわ。
今日テストの採点終わりまし
た。珍回答続出で笑いました。

荒田俊治会員：9 月 1 日に娘
の結婚式で上京しました。国
際文化会館という場所でとて
も良い所でした。
吉澤葉子会員：順子さんお誕
生日おめでとうございます。
ますます、エネルギッシュに
私達を引っ張って行って下さ
いね。由美さんおかえり！ご
苦労様でした。きっと一筋の
光になりますね。
岡本薫会員：順子さん、お誕
生日おめでとうございます。
順子さんのＦＢ（ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ）
に「夢は日本一のお母さんに
なること」とありましたが、
アップルロ－タリ－のまさし
く母です。優しくユ－モアた
っぷり。大好きです！
坂本大輔会員：アップルパン
ナちゃんがついに公式デビュ
－！
木村由美会員：陸前高田にお
客様がいた事で、今回初めて
お会いする事ができました。
これもＡＲＣに入会したお陰
で秋山さん、井島さんに出会
い今回実現出来ました。これ
からも陸前高田とず－っとつ
ながって行こうと約束してき
ました。
田中裕介会員：三浦さん、お
誕生日おめでとうございます。
まだ半年程のお付き合いです
が、もう何年も一緒に活動さ
せてもらっている様な感じが
します。チャ－タ－ナイトの
おかげでしょうか。これから
も色々ご指導お願いします。
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そしてみんなのお母さんとし
て見守っていて下さい。
宇野純子会員：①淑ちゃん、
新築おめでとう！この間はご
ちそうさまでした！②歳を忘
れた三浦さんお誕生日おめで
とう！いつも助けてくれてあ
りがとう。③荒田さん娘さん
の結婚おめでとう！④薫さん
目標達成おめでとう！おめで
たい事が続いてうれしいです。
私も皆からエネルギ－もらっ
て白バイに気をつけて頑張り
ます。

出席報告
会員数 25 名 出席数 16 名
出席率 64％
修正出席率 100％
☆メークアップ報告
9/6 会長・幹事面談、クラ
ブ協議会 11 名出席
9/7 ロータリー米山記念奨
学会選考委員会（関場）

Happy Birthday Junko!

三浦順子会員の〇〇回目の誕
生日を、会員一同サプライズ
パーティーでお祝いしました。

