Weekly Bulletin of Hirosaki Apple Rotary Club

No. 13, 2012-2013

弘前アップル RC 週報
会長：山本周平 幹事：菊池 勲

2012/11/26

第 26 回例会

「私の履歴書」
内部卓話：角田 睦子 会員

見かけ倒しの角田でございます。（笑）私は
清水森ナンバで有名な清水森の出身で、今もそ
こに住んでいます。リンゴとお米の百姓の長女
として生まれました。ご覧のように、図体も態
度もどおっとしているのですが、実はのみの心
臓です。テレビのパブリシティへ、一番最初に
順ちゃん（三浦順子会員）に付き添そって行っ
てもらいました。全然だめだったので、帰りに
一言「角ちゃんってチキンだったのね」と言わ
れました。（笑）おしゃべりは大好きで、3 歳
くらいの時は小児喘息だったのでよく病院へ行
っていたのですが、病院で知らない隣のおじさ
んに、「帰りは中華そばを食べに行くんだよ」

などとよく話しかけていました。小学校は千年
小学校でした。家に帰ればランドセルを放り投
げて遊びまくっていました。子どもの頃は、よ
く言えばお転婆、悪く言えば野生児でした。当
時、子ども会というのが盛んに行われていまし
て、リーダーをしていました。リーダー研修会
が泊まり込みであり、長平青少年の家などによ
く行った記憶があります。当時からリーダーな
どをやっていたので、今のロータリーにもなん
となく流れ的にあっていたのかなあと思ってい
ます。中学校は弘前市第五中学校でした。両親
がバレーバールをしていましたので、バレー部
に入る気まんまんでいたのでしたが、バレー部
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が外で凄く厳しい練習をしていまして、それを
見て、これはダメだとすぐにくじけてしまいま
した。（笑）町内のリーダーの先輩に陸上部に
入らないかと誘われまして、走るのはわりと早
かったので、もしかしたら出来るかもしれない
と思い陸上部に入りました。陸上部に入ったの
ですが、走るのが嫌い、練習が嫌いで、砲丸投
げを選びました。長距離を走ると喘息の発作を
おこすので、それが嫌で走るのが嫌いで練習が
嫌いでした。当時からこのような図体ではなく、
すごく細かったのです。そんな細い体でよく投
げられるなあ、と言われたものでした。中学校
1 年生の時の先生が投擲の先生だったので、な
んとなく記録が伸び、当時の 1 年生の記録を作
りました。2 年生の時はその先生がいなくなっ
てしまったので、だんだん練習もしなくなり、
全然記録も伸びなくなり、県大会へ行くのです
が記録を持っているのに予選落をしていました。
3 年生の時の陸上部の先生がとても破天荒な先
生で、自分は砲丸は教えられないので、お前は
高校へいって練習しろと言われ、行けと言われ
た高校がなんと黒石高校でした。1 時間半かけ
て自転車で最初の 2-3 回は通いましたが、良く
考えると電車があったんだなあと、その後は電
車を利用して練習に通いました。高校の陸上部
の先生がこれまた破天荒な先生で、スイカを割
って用意していて、着きますとまずスイカを食
えと言われました。そんなのを食べたら練習で
きないでしょ、と言っても、まあ食え食えと言
われました。しかし私もこういう性格なので、
絶対食べないと言って、みんなが食べているの
を脇に見ながら練習していました。1 時間半も
かけてきたのに、着いたらスイカを食べるとい
うのが許せなくて。私はスイカを食べに来たの
じゃなく、練習しに来たんだよ・・・でも最後
は食べましたけど。（笑）その先生のおかげで
記録がグングン伸びまして、県内の中学校の大
会で記録を作りまして全国大会でも 3 位となり
ました。本来練習嫌いなんですが、呼吸が楽だ
と練習はできたのです。親を全国大会へ連れて
いけましたし、親孝行ができたかなと思い、も
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う陸上はやめて、高校へ行ったら好きな美術を
やろうかなと思い、弘前実業高校の美術部へ入
ろうかなと考えていました。ところが、翌年、
青森県としては初めてのオールシーズンの“あ
すなろ国体”があるので国体へ出ろと言われ、
強化選手にむりやりさせられました。月に一回
の県の強化合宿があり、受験勉強も一緒にやっ
ていましたが、合同合宿は、翌年高校生になる
中学 3 年生、高校生、大学生と成人がいっしょ
にやる厳しい練習で、なかなかついていけなく
て、合宿先で喘息の発作をよく起こして病院へ
連れていかれたりしていました。
弘前実業高校での陸上部というのは先輩後輩
の関係がたいへん厳しく、3 年生は神様、2 年
生は平民、1 年生は奴隷と言われていました。
校内では先輩を見たら挨拶をしなくてはいけな
く、あの人は先輩だよね、と皆で挨拶すると、
「わだきゃ陸上部でね」と言われたりしていま
した。何せ 150 人も部員がいたので先輩の顔を
一人一人覚えられなかったので、すれ違って先
輩に挨拶をしなかった場合は、「今日わさあい
さつしなかったべ、連帯責任だ」と言われ、30
分も正座をさせられました。それが嫌で、陸上
部の先輩と思しき人へは誰でもいいので挨拶を
していました。グランドで「岩木山万歳！」と
何回も叫ばさせられたりとかしました。今、考
えると試合度胸をつけさせるためにしていたの
かなとは思いますが、とても嫌なことでした。
弘前実業高校が陸上の強豪校だったので練習が
ものすごく厳しくて、県の合同合宿の方がむし
ろ楽に感じるほどでした。頑張ったおかげで、
あすなろ国体でも 3 位と結果を残すことができ
ました。結果も残しましたし、2 年生になった
ら美術部へいきたいと先生に言いにいきました
ら、陸上部をやめるなら学校をやめろと言われ
ました。同じように陸上部を辞めたいという生
徒も結構でてきました。自分が先輩からやられ
たことを今度は後輩にやるのがとても嫌だった
のです。そこで、2 年生になったら男に走りま
した。（爆笑）生まれて初めて恋をしました。
彼と修学旅行へ一緒に行きたくて、国体予選で
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はわざと負け、国体でなく修学旅行を選びまし
た。青春でしたね～。3 年間とっても苦しかっ
たのですが、2 年生、3 年生ではインターハイ
へ行くことができました。
高校を終えて美術学校へ行きたかったのです
が、資料を取り寄せてみると、卒業までかなり
のお金が必要になることがわかりあきらめ、地
元の専門学校へでも行こうかと思っていたので
すが、プラプラしていたら進路指導部の先生に
呼ばれて、ちょっと行ってもらいたいところが
ある、お前が行かないと今後入社応募が来なく
なるから、後輩のために面接だけに行ってくれ
と言われて、面接に行きました。面接試験以外
に筆記試験もあり、絶対落ちたなと思ったら、
合格の内示がでてしまい断りきれなくなりまし
た。入ってみたら総合卸商社で、管理事務の仕
事するようになりました。重油、灯油、ガソリ
ンなどを小売店のガソリンスタンドへ受注発注
する本来は男の人がする仕事なのですが、18－
19 歳の女の子がしているのでバカにされるわけ
ですよ。喧嘩しながら、泣きながら仕事をして
いました。当時はパソコンがなく、電話を左手
で持ち、右手でそろばんをはじいて、注文をう
けていました。電話番号も短縮は無かったので
150 社の電話番号は頭に入っていました。若い
って素晴らしいですね。激務だったので半年で
10 キロも痩せてしまいました。
そんなとき県民体育大会がありまして、市町
村対抗なのですが、そこで出会ったのが今の主
人です。私が選手宣誓をしたのですが、そのと
き段を上るときずっこけて、一番笑ったのが今
の主人でした。なんとなく付き合うようになっ
て、出会って半年で結婚しました。といいます
のは、弟に婚約者がいて、早く自分がかたづか
ないと弟が結婚できないので、早く結婚して出
て行けと言われ、まあいいかというわけで結婚
しました。主人は自衛官です。家に遊びにいく
といつもお母さんがいました。農家の私の家で
は考えられないことで、お母さんが白いエプロ
ンをしてホットケーキが出てくるのです。自衛
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官の妻にあこがれていたのかもしれません。こ
の人と結婚すると専業主婦ができるかなと。
（笑）
転勤で函館行き 4 年間過ごしました。官舎に
はいろんな階級の人たちが住んでいました。私
は自衛隊の階級のことなど全く知らなかったの
ですが、自衛官の階級が妻と子供にもつくんで
すね。それを学ぶのがたいへんでした。でも同
じ年齢の人たちがいたので官舎暮らしもけっこ
う楽しかったです。早くマイホームを作りかっ
たので倹約して暮らし、弘前へ帰ってきてから
すぐ建てることができました。
時間があったので友達に誘われママさんバレ
ーを始めましたが、これがイメージとはまった
く違い、A クイックとか C クイックとかすごい
世界でした。10 年間やりました。子どもたちが
大きくなり、家庭内で声を出さない日々が続き、
また友人たちもほとんど働いていましたので、
日中遊べる友だちがいなく、それでちょっと自
律神経が参ってきて、いつの間にか冷蔵庫に話
しかけるようになっていました。うつ病になっ
て、一時期は死ぬことばかりをひたすら考える
ようになっていましたが、それを救ってくれた
のは友だちでした。
子どもが中学校に入った時に、三浦順子さん
と出会うことになるのですが、三浦さんはその
当時からバリバリやっていて、あまり話す機会
はありませんでしたが、話すことがとても端的
ですごい人だなあと思っていました。長男が尾
上高校へ行き、PTA で親しく順ちゃんとつきあ
うようになり、もう 10 数年のおつき合いにな
ります。尾上高校は親と先生との人間関係がす
ごく近いとても楽しい高校でした、まるで今の
ロータリークラブのように。
長男が大学へ行くと言い出したので、働こう
かなと思い、39 歳のときに生命保険外交員とな
りました。最初は自転車で営業していましたが、
冬はとっても寒いので、主人から借金をして車
を買いました。その借金はいまだに返していま
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せんが。（笑）仕事も順調で、保険ってこんな
に簡単にとれるんだなあと、天職かと思い定年
までやろうと思っていたのですが、新しい営業
所長と喧嘩をしまして、またちょうど長男が大
学をやめると言い出したので、タイミングよく
辞めることにしました、引き留められることも
なく。（笑）すべてのお客様へ退職の挨拶に回
りましたが、お客様に何で辞めるのと言われる
のが一番つらかったです。
専業主婦へ戻りましたが、また自律神経がお
かしくなってきたので、主人が外に出た方がい
いじゃないかと言ってくれて、ちょうどロック
タウンができて新設のお店があり、ハローワー
クで年齢が 45 歳でもとってくれるところを探
し、面接試験へ行きました。面接した次の日、
父が交通事故で亡くなりました。事故現場でお
坊さんと一緒に供養の最中に採用の電話が入り
ました。ああこれは父が決めてくれた仕事なん
だと思い、その会社で働くことに決めました。
45 歳で一から始めることはかなり大変でした。
ときには下血することもありましたが、東北で
7 店舗を持つようになりました。この間、三浦
さんに助けてもらったことがいっぱいありまし
て、本当にありがたいと思っています。
ロータリーに誘われて、入会する決め手とな
ったのは、ボスのロータリーとは何ぞやという
お話を聞きに来た時に、ボスが「それにしても
地区への上納金が高いなあ」と言ったその一言
でした。私も地区への上納金の金額を見てずい
ぶん高いと思っていましたので、金銭感覚が似
ている人だったらついていけると思い、入会を
決めました。（笑）ロータリーに入ってみたら、
昔からの知り合いの人ばかりのような感じて、
初めてのジャスミンルームで大いに盛り上がっ
たのを覚えています。これだったら自分もやっ
ていけると思いました。東北地区の店舗を回ら
なくてはいけないので、弘前には月に 10 日く
らししかいないのですが、これからもクラブの
ためにできるだけのことはやらせていただきま
すので、どうぞよろしくお願いいたします。
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ビジター挨拶
小山内幹浩様（大鰐 RC）
「11 月 3 日の IM に多数ご参加いただきありが
とうございました。そのお礼に伺いました。12
月 23 日のクリスマス家族例会を合同でやって
いただけるということで、たいへん楽しみにし
ています」

幹事報告
1. 次回例会（12 月 3 日）で入会式を行います。
現時点で、桜庭美紀子さん、渋谷明宏さん、
田村元気さんの入会が承認されています。
内部卓話は菊池勲会員です。例会終了後、
理事会および歓迎懇親会がクラブジャスミ
ンであります。
2. 12 月 10 日の例会は年次総会です。やむを
得ずに欠席の方は委任状をお願いいたしま
す。
3. 12 月 17 日は E 例会です。
4. 12 月 23 日は三クラブ合同クリスマス家族
例会です。17 時から EAT で行います。会
費は会員 5,000 円（クラブから 2,000 円の補
助が出ます）、ご家族は 3,500 円、中学生
以下の方は無料です。アトラクションやサ
ンタの登場もありますので、ご家族やクラ
ブにお誘いしたい方がありましたらお招き
ください。
5. 12 月 29 日は忘年ロータリー寺子屋です。
場所・時間は後日お知らせいたします。
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荒田俊治会員：雪が降るなら、早く降って欲し
い。

会長挨拶（荒田副会長）

坂本大輔会員：大鰐 RC 小山内幹治幹事、佐古
選手のサインありがとうございました。ただ今、
城東小学校ミニバスクラブで自慢のネタになっ
ています。
吉田淑子会員：FB では、灯油の件でお騒がせ
してすみませんでした。もう大丈夫です。気を
とり直して元気出します。ありがとうございま
した。
角田睦子会員：本日、卓話がんばりま～す！

山本会長はいつもその時の卓話の感想を述べ
られていますので、私もそれにならって感想を
述べようと思いながら角田さんの卓話をお聴き
していましたが、喜怒哀楽・波乱万丈とうよう
な言葉が合うような、とても聴きごたえのある
お話でした。挨拶で苦しんでいたような時もあ
ったようですが、ロータリーの場合は今日の例
会で歌ったロータリーソングにありますように、
「やあ」と「おい」で良いので、ロータリーは
いいなあと思いました。これからも楽しく、
「やあ」と「おい」でやっていきましょう。

ニコニコ報告
小山内幹浩様（大鰐 RC）：11 月 3 日の IM 御
出席頂きありがとうございました。おかげ様で
した。12 月 23 日のクリスマス例会、よろしく
お願いします。
関場慶博会員：角田さんのお話を楽しみにして
雨の中、車を飛ばして来ました。間に合って良
かったです。小山内さん、メ－クアップようこ
そ。
三浦順子会員：裕介さん、お帰りなさい！おみ
やげありがとう。小山内さんようこそ。IM 楽
しかったです、お世話になりました。

田中裕介会員：Guam 最高でした！！来年も行
けるよう、今後も職業奉仕にいそしみます。で
も、気温差 30℃には参りました・・・。
木村由美会員：びっくり！びっくり！お店の前
の桜が咲いていました。FB に載せようと思っ
たら・・・できませんでした。
宇野純子会員：田中裕介さん、お誕生日おめで
とう！大鰐 RC 小山内さんようこそ。IM 楽し
かったです。我が家の愛犬が栃木県で開催の
「日本犬保存会」にて入賞しました。しかし、
甲斐犬の数が少なくてがっかりしました。原種
に近い希少な甲斐犬を青森でも知ってもらうた
めに頑張ろうと思い帰ってきました。
渡辺潔会員：11 月 10 日に本校全日制の課程閉
課程式典が無事終わりました。これも、一重に
地域の方々、学校関係者の方々、本校職員、そ
して生徒の頑張りのお蔭です。ありがとうござ
いました。
吉澤葉子会員：久しぶりの例会出席ですみませ
ん。お休みしている間に、入会の方が増えてう
れしいです。どうぞ宜しくお願いいたします。
二唐刃物が新聞第一面に載ったことを皆さんが
一緒に喜んで頂いて、心からお礼いたします。
ありがとうございます。
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出席報告
第 26 回例会：
出席者数 13 名
出席率 52％
修正出席率 80%
【メークアップ】
11 月 16 日 山本会長、坂本副幹事（会長幹事
打ち合わせ）
11 月 17 日・18 日 関場会員（2530 地区大会）
11 月 18 日 三浦会員（東京米山 E クラブ・チ
ャーターナイト）
24 日 関場会員、三浦会員（RLI 指導者講習会）

2012-13 年度 RI テーマ
Peace through Service
奉仕を通じて平和を
RI 会長

田中作次

2012-13 年度地区テーマ
On the Wind of Peace
平和の風に乗って
地区ガバナー 松本康子
■例会・行事予定 ■
11 月 19 日（月）
休会（11 月 3 日と振替）
11 月 26 日（月）
内部卓話：「私の履歴書」
（角田睦子会員）
12 月 3 日（月）
内部卓話：「私の履歴書」
（菊池勲会員）
理事会（例会終了後）
12 月 10 日（月）
年次総会
12 月 17 日（月）
E 例会
12 月 23 日（日）
3 クラブ合同 Xmas 例会（於：
EAT）
12 月 29 日（土）
忘年ロータリー寺子屋

