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第 31 回例会
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新年おめでとうございます
2013 年が始まりました。今年最初の例会が 1 月 7 日に行われましたが、会員の中にはインフルエン
ザや感染性胃腸炎そしてギックリ腰でダウンした方、新年早々で仕事がたいへん忙しい方が多く、そ
のためいつもより参加者が少なかったのですが、例会はフリートークで楽しく有意義なものでした。

フリートーク
☆クリスマス例会について
「初めてのクリスマス家族例会でした。平賀尾
上 RC と大鰐 RC との合同例会で、どうなるか
と思いましたが、アップルクラブとして自然体
で行えたと思いますし、他のクラブにもアップ
ルクラブの雰囲気を伝えることができたのでは
と思います。子どもさんの参加がもっと多けれ

ば良かったかなと思いますので、次回はもっと
お子様をお連れ下さい。子どもたちのために大
きなケーキを用意できれば、それなりに面白か
ったかなと。日本酒や飲み物は十分でしたので
三浦会員にも満足していただけたかなと思いま
す」
「家族例会として良かったのは、家族にロータ
リーを少しは理解してもらえたことです。クリ
スマスに限らず家族が参加できるイベントを今
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後も多くして欲しいです」
「会員の施設を利用したことは良かった。従業
員の人にもロータリーのことを理解してもらえ
たから」
「トナカイバンドは素晴らしかった。渡辺会員
田中会員の歌唱力そして齊藤会員のギターのう
まさにびっくりしました。芸達者が多いですね、
我がクラブには」
「せっかくの合同例会なので、それぞれのクラ
ブから簡単な活動報告があっても良かったので
は」
「テーブル毎に（クラブ毎に）盛り上がっては
いましたが、もう少し三クラブ一体感のある演
出があった方が良かったのでは」
その他、運営の仕方、出し物などについて活
発な意見が出されました。今度のクリスマス家
族例会は、もっと素晴らしいイベントになるこ
とでしょう。

★ロータリー寺子屋について
「会場がちょっとうるさかったですね。やはり
勉強するならそのような雰囲気の会場にすれば
良かったかもしれないです」
「勉強に集中していたのでそんなに気になりま
せんでしたが」
「次回は中身をもう少し短くして、質疑応答の
時間も持てるようにしたいです」
「ロータリーの一から教えてもらってとても良
かったです」
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「今回のお話を聞いてロータリーにますます興
味が持てました」
「ポール・ハリスのことも余り知らなかったの
で、知ることができたので良かったです」
「お話がとても分かり易かった」
「ロータリーの歴史とか、ロータリーの成り立
ちとかを知ることは大事だと思います」
「今回参加されていない方は、ホームページに
パワーポイントファイルが載っているので、ぜ
ひそれを見て欲しいと思います」
★ガバナー・エレクト国際協議会出席壮行会に
ついて

「昨日、三浦会員と関場会員ご夫妻とともに壮
行会へ参加してきました。ロータリーの雰囲気
を感じ、とてもいい体験をさせていただきまし
た。ロータリー財団セミナーなどの地区レベル
の集まりにでることもいいことだと思いました」
「国際協議会って何をやるんですか？」
「ロータリーの世界レベルの大会は 3 つありま
す。国際大会と国際協議会と 3 年毎に行われる
規定審議会です。国際大会はロータリアンであ
ればどなたでも参加できますし、配偶者やご家
族、インターアクター・ローターアクター・青
少年交換学生などのロータリー家族も参加でき
ます。一年に一度のロータリアンの祭典です。
国際協議会は毎年 1 月に行われ、全世界 532 人
のガバナー・エレクトと配偶者が参加し、7 月
からのガバナー年度に備えるための研修が 1 週
間にわたり行われます」
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会長挨拶
卓話者の菊池幹事がインフルエンザでダウンし
てしまいましたので、今日は初めての試みであ
るフリートークとなりました。実は菊池幹事は
先週の土曜日にわざわざ青森市までお出でにな
りまして、びっくりドンキーで食事をしながら
2 時間ほど、残り半年のクラブ運営に関して熱
く語り合いました。二人でエッグカレーの大盛
を食べ、ちょっと足りないなということでポテ
トフライを食べ、そのあと菊池幹事がメリメリ
というパフェを頼みましたので、負けてなるか
とから揚げを僕は頼みました。別れた後、イン
フルエンザになりまして今日の例会には出られ
ませんという電話をもらいました。菊池幹事本
人が不本意な気持ちで残念な思いをしているこ
とと思います。クラブが始まって半年が経ちま
して、ロータリー用語もようやくわかるように
なりましたので、楽しい有意義なクラブにして
きたいなと思っています。情報をもらうだけの
インプットだけでは良く理解はできないので、
このフリートークのように自分からアウトプッ
トできて初めて理解したと言えるのだと思いま
す。何かを無理にやっていこうというスタンス
ではないのですが、会員の皆さまに楽しくて良
かったなあと思えるようなクラブ活動をめざし
て、今後もがんばっていきますので、どうぞよ
ろしくお願いいたします。（大拍手）

ニコニコ報告
山本周平会長：新年明けましておめでとうござ
います。身体をこわされている方が多いですが、
一年健やかに過ごせますように！今朝浪岡 IC
で車が雪でハマリ動けなくなりましたが、田中
ちゃん他仲間 3 人のおかげで脱出できました。
いきなり仲間に助けられる一年のスタ－ト。皆
さんよろしくお願いします。
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関場慶博会員：新年おめでとうございます。イ
ンフルエンザ、ノロウィルス、ギックリ腰で倒
れている会員がいらっしゃるようで、皆様どう
ぞご自愛下さいませ。
三浦順子会員：あけましておめでとうございま
す。今年もよろしくお願いします。今年は娘の
結婚という一大事業があります。気持ちと身を
引き締めがんばるぞ～♪
坂本大輔会員：昨日、ガバナ－・エレクト国際
協議会出席壮行会に出席のため、初めて弘前駅
から電車に乗りました。酒を飲みながらの旅も
いいもんですね、ボス。色々といい経験をさせ
ていただきました。
渡邊潔会員：今年も、個々の子ども達にとって
大切なものは何かを日々考えそして行動してい
こうと思っています。
田中裕介会員：新年おめでとうございます。今
年もよろしくお願い致します。たくさんの人達
が入会してもらえる最高のクラブを目指して、
みんなで頑張っていきましょう！
吉澤葉子会員：明けましておめでとうございま
す。今年初めての例会ですが、気持ちも新たに
皆様宜しくお願いいたします。かおりん、由美
ちゃん、お誕生日おめでとうございます！
岡本薫会員：新年明けましておめでとうござい
ます。今年も皆さんと共に楽しく活動して行き
たいと思います。
木村由美会員：2013 年アップルロ－タリ－・
クラブの皆さまと、楽しく平和な一年を過ごし
ていきたいと願います。どうぞ宜しくお願い致
します。
宇野純子会員：今年もよろしくお願いします。
今は除雪で頑張っています！みんなと出会えて
楽しいし良かった。
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出席報告
第 31 回例会：
会員数 29 名
出席者数 12 名
出席率 41％
修正出席率 97%
【メークアップ】
12 月 29 日 ロータリー寺子屋（板澤、宇野、
岡本、菊池、木村、齊藤、坂本、澁谷、関場、
三浦、山本、吉澤、渡邊）
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（内部と外部を含めて）をお願いしてまいりま
すので、仕事でどうしても都合のつかないとき
以外は、これまでどおり「ロータリーに No は
無い」ということでお引き受けください。それ
ともう一つお願いがあります。内部卓話は 20
分間とさせていただきたいと思います。またお
話のタイトルは「私の履歴書」にこだわりませ
んで、お仕事のこと、趣味のこと、今思ってい
ること、なんでも自由にご自分でタイトルを決
めてお話しください（タイトルを事前にアカデ
ミー委員会へお知らせください）。会員の皆さ
まのご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
（委員長：関場慶博）

1 月 6 日 ガバナー・エレクト国際協議会出席
壮行会（関場、三浦、坂本）

例会予定


アカデミー委員会報告
卓話システムの変更についてのお願い
これまで会員の皆さまに名簿順で、「私の履歴
書」と題して内部卓話をしてきていただきまし
た。それぞれのお話はとても素晴らしく、聴き
ごたえのあるもので、今後も引き続き実施して
いきたいと思っています。しかしながら、外部
卓話、フリートークやロータリーに関する講話
のようなものも聞きたいという要望もございま
すし、またそれらも確かに必要だと思います。
例えば、地区委員長の外部卓話や会員候補者を
お呼びしての外部卓話、そして会員によるロー
タリー講話などです。限られた例会日数の中で
それらをすべてこなしていくには、内部卓話の
ペースを少し落とさざるを得ませんことをご理
解いただきたいと思います。原則的には今後も
順番にいきたいと思いますが、今、このような
内容の卓話をこの会員から聴きたいという場合
もあろうかと思いますので、必ずしも順番通り
にいかないときもあり得ますので、どうぞご了
承ください。今後、アカデミー委員会が卓話者

1 月 14 日(月) 休会
1 月 21 日(月) E 例会
1 月 28 日(月) 外部卓話
2 月 4 日(月)内部卓話(木村由美会員）
2 月 11 日(月)休会
2 月 18 日(月)E 例会
2 月 25 日(月) 外部卓話
★地区内外行事★
2 月 17 日(日) 地区チーム研修セミナ
ー（八戸市）
2 月 22‐25 日 インドポリオワクチン
投与活動（デリー、インド）
3 月 17 日(日) 会長エレクト研修セミ
ナー（八戸市）
5 月 12(日) 地区協議会（八戸市）
5 月 17‐19 日 ロータリー世界平和フ
ォーラム（広島市）

