
 Weekly Bulletin of Hirosaki Apple Rotary Club                 No. 14, 2012-2013 

 

 
福澤さん、渋谷さん、田村さん、桜庭さん、  

ようこそアップルクラブへ！      
4 人の新しい仲間をお迎えして 

  
 

12 月 3 日は私たちアップル RC にとりまして、

たいへん嬉しい記念すべき日となりました。4
人の新会員をお迎えすることができたのです。

今日の例会は、新会員入会をお祝いする特別例

会となりました。               
 山本会長の国際ロータリーのテーマの唱和・

開会点鐘、ロータリーソング「奉仕の理想」、

4 つのテストの唱和と進み、入会式となりまし

た。新会員の紹介に先立って、関場慶博会員

（特別代表）から挨拶がありました。「本日は

渋谷さん、桜庭さん、福澤さん、そして田村さ

んと、一挙に 4 名の方々を、私たちの仲間とし

てお迎えすることができたことは、私たちにと

りましてほんとうに大きな喜びです。心より歓

迎いたします。ロータリーでは一番大切にして

いることが 2 つあります。それは Fellowship - 
会員同士が奉仕する仲間として大いに親睦を深

め、会員相互の友愛を確かなものにしていくこ
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と、そして Service - 他の人のためにお役にたと

うとする奉仕の心と活動です。どうか皆様の職

業を通しておおいに地域に貢献していってくだ

さい。そして私たちロータリーの究極の目的は、

ただいま歌った奉仕の理想の歌詞にもあります

が、世界の久遠の平和です。世界には 120 万人

のロータリアンがいます。パレスチナにもイス

ラエルにもロータリー・クラブがあります。世

界の全てのロータリアンが心を一つにして活動

をし続けていけば、私は必ず世界平和が達成で

きると確信しています。さあ、これからご一緒

にロータリーライフを大いにエンジョイいたし

ましょう！」 

桜庭美紀子さん（職業分類：生花販売）    
スポンサーの山本周平会長、「私が桜庭さんと

知り合ったのは 5 年前です。ある会合で、知り

合いの方から紹介されました。飲み会もご一緒

しましたが、上品に飲まれる方だなあという印

象がありました。5 年が経ち、アップル RC で

会員増強をする立場になったときに桜庭さんを

思い出しました。三浦順子会員と実はバッティ

ングをしていまして、お花屋さんで紹介したい

人がいる、と偶然にお互いに同じ人を思ってい

ました。非常に我がクラブにご縁のある方だな

あと。非常に優しい、可憐な人というイメージ 

 

がありました。可憐をイメージするお花は何か

と調べましたら、ジャスミンだそうです」 

 

桜庭さんのご挨拶、「ご縁があってアップル

クラブへ入会させていただくことになりました。

実は、今日は私の誕生日でして（大拍手）、ぞ

ろ目の〇〇歳となりました。よろしくお願いい

たします」（大拍手） 

渋谷明広さん（職業分類：燃料販売）     
スポンサーの荒田会員がお休みでしたので、関

場会員が代わりに紹介しました。「実はお嬢さ

んの菜佳ちゃんの方を私は良く知っているので

す。菜佳ちゃんは、アップルクラブがスポンサ

ーして来年の 8 月から米国へ青少年交換学生と

して派遣される予定です。オリエンテーション

を何回かしていて、そうこうしている内に荒田

さんのお店で渋谷さんとお会いすることとなり

ました。菜佳ちゃんのお父さんが入会希望を 
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希望しているとお聞きし、もっとも娘が留学す

るので入らなくてはいけないと思ったとのお話

もありますが、まあその辺はご本人からお聞き

することにして、渋谷さんなら間違いないとさ

っそく入会をお願いいたしました」            
 渋谷さんのご挨拶、「初めまして。関場先生

の方からお話がありましたように、うちの娘が

来年、青少年交換学生として海外で留学するチ

ャンスが与えられまして、ほんとうにありがと

うございました。娘は中学の時は演劇部にいて

演劇少女でしたが、高校に入ってからは登校拒

否気味になりまして、荒田さんに相談したとこ

ろ、留学させてみればいいのでは、と言われま

した。荒田さんの娘さんもロータリーの青少年

交換学生で 1 年間留学して、帰ってきたらもの

すごく成長してきたとうかがいました。娘に、

こういう話があるんだけど行きたい？と聞いて

みたら、ぜひ行きたい、との返事でした。中学

生の時に 1 ヵ月だけ海外にホームスティしたこ

とがあったのですが、せっかく英語社会に慣れ

てきたら帰国したということで、それだけでは

もの足りなく思っていたようで、高校 1 年生の

娘が自分でロータリーでの留学を決意したので、

行かせることにしました。せっかくのご縁でし

たし、また荒田さんから、渋谷さんもロータリ

ーに入らないかって関場先生が言っているんだ

けど（爆笑）、と言われました。私もそれなり

の年齢になりましたし、ちょうど地域社会へ貢

献したいと思っていましたので、このたび入会

させていただくことになりました。どうぞよろ

しくお願いいたします」（大拍手） 

田村元気さん（職業分類：自動車整備）   

スポンサーの斎藤会員、「先代の社長さんから

のおつき合いで、私も私の親戚もすべて車はタ

ムラオートさんのお世話になっています。だい

ぶ前にロータリークラブに入らないかと話した

ことはあったのですが、正直申し上げてあまり

こういうものには入らないのかなと思っていま

した。（笑）ところが数週間前に田村さんの方

からロータリーって何をやるの？と言われ 

 

びっくりしました。例会にまず来てみてもらい

ました。そうしたらクラブ会員からお仕事を貰

いまして、これでは入らなくてはいけない、と

思ったようで（爆笑）、半ば強引にお誘いした

わけです」                 
 田村さんからの挨拶、「初めまして田村と申

します。以前にライオンズからとかお誘いを受

けたりしたのですが、ライオンズとかロータリ

ーというのは、イメージとしてはお偉い人が食

事をしたり、酒を飲んでいる、だったので、自

分はとても入れないなあと思っていたのです。

しかしアップルクラブについての斎藤さんのお

話を聞いて、とてもフレンドリーな感じがして

いまして、実際に例会へ来てみましたら、以前

にロータリーいついて抱いていたイメージと違

うなあと思いました。これだったら自分もやっ

 

ていけそうだなあと思い、自分から入会させて

いただくことになりました。Facebook の方は

まだ使い方が良くわからないので、これから勉
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強していきますので、どうかよろしくお願いい

たします」（大拍手） 

福澤稔さん（職業分類：印刷）       

スポンサーの三浦会員、「福澤さんとは昨年お

会いしました。今年すごく暑い日にアップルパ

イを焼いていました。アップルパイを焼く実行

委員会に入っていらしたり、仕事が忙しい中で

もいろんな社会活動をされているといいうこと

をお聞きし、ただご自身の会社を立ち上げたば

かりでしたので、お誘いするのはどうかなあと

思っていました。しかし、福澤さんの眼を見た

時に、この人ならいっしょにやっていけると思

い、熱く語りかけました。そうしたら入ります、

とおっしゃって下さったのです」 

 

福澤稔さんからの挨拶、「ご紹介いただきまし

た福澤稔ともうします。直径 2ｍの巨大アップ

ルパイを月 3～4 回のペースで焼いていまして、

全国いたるところのイベントで焼いています。

今月の 15－16 日、函館で焼くことになってい

ます。昨年は、50 枚焼き上げました。弘前で今

年最後のイベントは、下土手町のごちそうプラ

ザのグランドオープンで焼きます。本業は印刷

業を営んでいます。「巨大アップルパイギネス

に挑戦する会」は、青年会議所の OB で今のメ

ンバーが構成されています。そのアップルパイ

の仲間を大事にしていきたいなと思っています。

今回、三浦さんの紹介で入会させていただき、

たいへんありがたいなと思っています。三浦さ

んの au ショップで携帯も購入させたいただき、

いろんな面でお世話になっています。ロータリ 

 

ーの理念にあるように、仕事を通して地域に奉

仕していければいいなあ、と思っています。ど

うぞよろしくお願いいたします」（大拍手） 

幹事報告 

1. 例会終了後、理事会、奉仕プロジェクト委

員会、新会員歓迎懇親会を行います。 

2. 次回例会は定時総会、17 日は E 例会、23

日は 17 時より EAT で 3 クラブ合同クリス

マス家族例会、29 日は 18 時 30 分よりロー

タリー寺子屋と忘年会をチェリー庵で会費

4,000 円で行います。 

3. 12 月のロータリーレートは 1 ドル＝80 円で

す。 

4. 西第二分区の他クラブの例会案内が来てい

ます。 

5. 来年 1 月 6 日 12 時 30 分より、ガバナーエ

レクト壮行会があります。 

 

アカデミー委員会報告 

29 日のロータリー寺子屋では、ロータリーの基

本的なことのお話をさせていただきます。どん

な質問でもかまいませんので、恥ずかしがらず

にどんどん質問してください。 
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 会長挨拶 

渋谷さん、福澤さん、桜庭さん、田村さん、

入会おめでとうございました。今、皆さまにロ

ータリーのピンバッジをつけさせていただいた

時に、思い出したのはチャーターナイトで小山

内ガバナーが私に認証状を渡したときに手がも

のすごく震えていらっしゃったのです。僕も緊

張してはいましたが、ガバナーの緊張度からそ

の責任の重さを痛感し、ああすごいところに入

ったんだなあという感じがしまして、今、私も 

 

少し手が震えたのですが、それだけこのロータ

リーのピンバッジにはそれだけの力があるんだ

なあと、ロータリアンとして奉仕活動を一緒に

していきましょうという思いをこのピンバッジ

に込めて、つけさせていただいたというふうに

思いました。あらためて会長の立場というもの

を新鮮な気持ちで、今この場に座らせていただ

いています。今回、いろんな業種の方が入って

きてくださって、ロータリーアンの人間タウン

ページがますます増えていっています。4 名の

方はチャーターメンバーではございませんが、

チャーターメンバーと言ってもいいと思うんで

すよ。初年度にいっしょに入会された仲間とし

て、これからロータリー活動を一緒に楽しんで

いきたいと思っています。 

 

ニコニコ報告（7,700 円） 

山本周平会長：桜庭さん、渋谷さん、田村さん、

福澤さん入会おめでとうございます！同じく初

年度メンバ－として弘前アップルを盛り上げて

行きましょう！ 

関場慶博会員：桜庭さん、渋谷さん、田村さん、

福澤さん入会ありがとうございます。ロ－タリ

－ライフを一緒に Enjoy しましょう！弘前でも

インフルエンザがボチボチ出だしました。皆さ

んワクチンはお済ですか？ 

三浦順子会員：桜庭さん、渋谷さん、田村さん、

福澤さん入会おめでとうございます。一緒に楽

しくやりましょう。板澤さん、渡邊さん、カニ

鍋一緒に食べられなくて残念！ 

坂本大輔会員：裕介さん、宇野さん、桜庭さん、

お誕生日おめでとうございます。今後も、末永

くおつきあいを！ 

吉田淑子会員：渋谷さん、田村さん、福澤さん、

桜庭さん入会式おめでとうございます。みんな

もおめでとう！これからも仲良くよろしく。 

角田睦子会員：渋谷さん、田村さん、福澤さん、

桜庭さん入会式おめでとうございます。みんな

もおめでとう！これからも仲良くよろしく。 

田中裕介会員：Happy Birthday to  うのじゅん

♪ Happy Birthday to Me ♪ Happy 
Birthday to 桜庭さん♪これから、忘年会シ－ズ

ンですね。みなさま飲みすぎには注意を。 

木村由美会員：新会員の皆様、アップルロ－タ

リ－クラブ入会嬉しい限りでございます。これ

からも親睦を深めていけたらと思います。宜し

くお願いします。 

宇野純子会員：今日は入会式楽しみにしてきま

した。もちろんカニ鍋も！皆さんこれからもよ

ろしく！ 



 Weekly Bulletin of Hirosaki Apple Rotary Club                 No. 14, 2012-2013 

 

渡邊潔会員：先日、ス－パ－の店員の女性に優

しくしていただきました。日常のちょっとした

優しさに喜びを感じる今日この頃です。 

吉澤葉子会員：桜庭さん、渋谷さん、田村さん、

福澤さんご入会おめでとうございます。よろし

くお願いします。我が二唐刃物鍛造が、地域産

業部門で弘前商工会議所のまちづくり大賞いた

だきました！やりました！！一通過点として、

また頑張りたいと思います。 

板澤雅人会員：先週、月曜日の朝イチに勤務先

の火災報知器が鳴りました。火の手もなく結局

は原因不明の誤作動との事で、なによりでした。 

岡本薫会員：葉子ちゃん、二唐打刃物の本格海

外展開と弘前商工会議所街づくり大賞おめでと

うございます。桜庭さん、お誕生日おめでとう

ございます。今日は、カニ鍋楽しみにしていま

す。 

山田順子会員：桜庭さんお誕生日おめでとうご

ざいます。渋谷さん、田村さん、福澤さんよう

こそ ARC へご入会とてもうれしいです。葉子

さん大賞受賞おめでとうございます。私は文字

通り師走です。3 月の学会でシンポジストラン

チの会の世話人、6 月の学会のシンポジスト準

備、あ～あと今月 21 日に東北大学シンポあり

ました～ふぁいとぉ～ 

 

 

 

 

 

 

出席報告 

第 27 回例会：              

出席者数 19 名              

出席率 66％               

修正出席率 100%                  

                    

【メークアップ】               

11 月 29・30 日 関場会員（2013-14 年度ガバ 

     ナー・米山奨学委員長合同セミナー）               

12 月 1 日 山本周平会長、宇野純子会員、田  

     中裕介会員、山田順子会員、上田勝 

     会員、木村由美会員、三浦順子会員  

    （2830 地区 RAC 大会）           

12 月 2 日 三浦順子会員（地区ローダリーリ 

ーダーシップ研究会） 

 

  


