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「私の履歴書」
内部卓話：桜庭

こんばんは、弘前市大原で桜庭生花店
という生花店を営んでいます。
今日は私の生い立ちから今生花店を始
めようと思ったきっかけを話したいと
思います。

美紀子会員

S４３年１２月３日生まれのいて座の O
型で弘前市種市っていうところで３人
兄弟の末っ子として生まれました。お
兄ちゃんとおねえちゃんのずっと離れ
て８年して生まれた子供なので、お兄
ちゃんがお父さんみたいな感じで育て
られて父親は中学校の理科の教師でし
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た。勉強は全然教えてくれなかったの
ですが、朝起きると「おはよう」って
返事が返ってくるまでしつこくおはよ
うって繰り返していました。挨拶が自
然と出来るようになったのは父のおか
げだと思ってます。その父親も震災の
時に病気で亡くなって、今、母１人実
家にいるんですけど母は関場先生の裏
の藤崎生まれで、小人町の人なんです。
関場先生のおうちの裏で母は生まれた
んです。藤崎には小さい頃よく遊びに
行ってました。小さい時は男の子と遊
ぶ方が多くて小学校の時に夏に誰が一
番外で遊んだかを競う「黒んぼ大賞」
で１位になりました。はちゃめちゃに
遊んでいた私です。地元の中学校を卒
業して聖愛高校に入って、入学した時
にとっても賛美歌がきれいで思わず音
楽部に入り合唱のクラブに入っており
ました。高校のとき本当は看護士にな
りたくて看護の方の道にすすもうかと
思っていたんですが、ドジな性格を分
かっていたので人の命を預る自信がな
くて断念しました。
模索しながら東京に行ったんですが、
行った先が仕事をしながら学校に通わ
せてくれるような制度をとってくれて
るところで、配属先の銀座で仕事をし
てたんですが、その時に自然にいっぱ
い囲まれて育ちました。
花の魅力とか感じなかったのですが、
都会に行って花屋さんの花を見るとホ
ッとしてすごいいいな、すごい人を和
ませてくれるなぁと思って花屋をやろ
うと思ったきっかけです。それからお
花の勉強をしながら仕事をして東京で
２年過ごして地元の弘前に帰ってきた
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んです。
仕入れのこととか全然分からなかった
ので市場に就職して事務の仕事をして
主人と知り合ってお花の勉強しながら
一緒にやってたんですが、その主人も
一緒に花屋をして１０年して突然倒れ
てなくなってしまって、その時私は３
３歳だったんですけど、小学校２年生
の息子を残して急に亡くなったもので、
どうしようと思いました。
それと同時にやっていかなきゃいけな
いのが先で、とにかく１年自分のでき
る範囲で頑張ってみようって、毎日毎
日そういう生活をしていて１０何年に
なります。その時にお店やってて、人
からの「がんばってね」とか「大変だ
ね」のあたたかい言葉が支えになって、
私も人にそういう言葉をかけれるよう
な人になりたいと思ってます。
そんな感じで花屋をやっているんです
けども、今のお店は E フローラー（花
キューピッド）海外でも送ることがで
きる FTD の協定を結んだ加盟店になっ
ておりますので、海外にお花を送りた
いっていう方がいらっしゃったら手配
します。全国加盟店１３１３店舗のや
りとりで、どういうお花が届いたのか
という画像配信も知名度はまだないん
ですがやっております。はがきで、向
こうの花屋さんがインターネット上で
送ってきてうちの方で印刷して送ると
いう形をとらせてもらってます。是非
見たい方は言っていただければお見せ
します。
以上になります。
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終了後、多数の質問等がでて、
時間いっぱいまで話が続き、
大変盛り上がりました♪
【米山奨学生：孫婷さん近況報告】
米山奨学生：孫婷さん近況報告】
今回はアルバイトについてお話したい
と思います。実は私は今３つの場で中
国語を教えています。柴田女子高校と
ニーハオと後は市役所で毎週水曜日午
後６時から８時まで中国語講座もやっ
ています。
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当に教える方法を見つけると言うこと
は大切だと感じました。講座に参加す
る方は（中国）文化について興味があ
るので、直接言語と文化を教えればい
いですけど、女子高生に対してやっぱ
り単位のために授業をとるので今はど
のように中国語について興味を持たせ
るかを考えなければならないです。

募集内容は弘前イベント広報に載せて
ますのでみなさん興味があったら大歓
迎です！二つの講座はみなさん中国文
化に興味を持っていますので、ちゃん
と勉強していて順調にやっています。
もう一方で高校の方は今ちょっと微妙
です（笑）。
『地区協議会参加者の感想』
（それなはぜかというと）一回は中国
に旅行に行きたいですかと質問したら、
「行きたくない、食べ物だめだしお腹
こわしちゃう」と言われました。その
時私は呆然としました。でも私は「大
丈夫だと思います。私も今元気で生き
ているので（笑）」と言いました。
（会場笑）
ちょっと悩み相談を柴田高校の吉澤先
生にし、アドバイスをもらって人気の
兵馬俑をインターネットからダウンロ
ードし資料をみんなに紹介したら「行
きたい行きたい」と言われてすごくう
れしかった。
このことで一つの教育方法が分かりま
した。生徒の具体的な状況について適

・ 福沢会員
行き帰り電車で約 1 時間半弱でした
がとても楽しい小旅行でした。あと、
新会員部会の会議の中で学ばせていた
だいたのがメークアップでした。初め
は全然分からなかったんですが、その
部会リーダーの方がとても親切に説明
していただいたのがとても印象に残っ
ています。メークアップというのは、
よそのクラブの例会にも出席できると
いうことで、「それを是非実現できる
ように」とリーダーの方に言われまし
た。それと懇親会は和やかな雰囲気で、
某パストガバナーの笹森先輩と突然お
会いしまして、「（弘前アップル RC
からは）今日は女性の方は来ていない
のですか？（笑）」と言われてしまい
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ました。その席で大先輩にビールを注
いでいただいてとても楽しかったで
す。」

・ 澁谷会員（地区協議会）
私は新世代部会の方に参加させていた
だきました。新世代部会の方では 2 名
の方から基調講演がありまして、それ
に対して質問する内容でした。最初に
以前八戸高校の校長先生をやられてい
て現在おいらせ町の教育委員長をされ
ている袴田先生のお話がありました。
今の子供の現状を説明され、昔の子供
っていうのはなんとかなるべ！ってい
う楽天的なこどもが多かったけど、今
の子供たちは恍惚と不安で揺れ動いて
いる子が多いようです。その背景とし
ては自己肯定感が薄い、コミニケーシ
ョン能力がとても低く、そのせいで他
人と違うことを嫌う。服装でも何でも
みんな同じじゃないと不安になってし
まう。結局コミニケーションが不足し
ているからそういう子が多いという話
でした。アメリカ、中国、韓国、日本
の高校生にとったアンケートで、自分
に価値があると思っている高校生は、
アメリカは６０％、中国は４２％、韓
国は２０％、それに対して日本の高校
生は７．５％しかありませんでした。
それから自分に満足してるかどうかと
いうアンケートではアメリカは４２％、
中国２２％、韓国は１５％、それなの
に日本は４％。ではなぜ日本の子供た
ちはこんなに自信を持ってないのか？
という話でしたがやはり育ち方に問題
があるのではないか。昔はみんなで遊
んでけんかとかあったんですが、今の
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子供たちは遊びの質が全般的に低下し
ている。結局ゲームとかインターネッ
トとかどちらも 1 人で閉じこもってし
まう。そうすると当然コミニケーショ
ンも不足してくるしすべてに影響を与
えている。その袴田先生の考えは「群
れて遊んで一人で学べ」ということで
した。「みんなで遊んでもいいけれど
も勉強する時は 1 時間でも 1 人の時間
を作りなさい。」ということでした。
それでも今の子供たちがすべて悪いわ
けではなくて、被災地とか自分で進ん
でボランティアに行ってる子供たちも
いるわけで、大人の子供への導き方に
問題があると思いますとのことでした。
その後お話されたのが八戸北 RC の横
町さんという方でしたが、交換留学す
るにも人の子供を預れない、なかなか
交換留学が進まないのは受け入れる方
も不足しているから交換留学生が少な
い。大人自身が内向きでだめだと思う。
私も今年 8 月から 4 ヶ月間受け入れる
ことになっていますが、大分不安でし
たがやらなきゃなと思いましたのでど
うぞよろしくお願いします。

・ 坂本会員（地区協議会）
私の方は会長幹事関係に参加させてい
ただきました。地区にしても国際 RI に
しても活気の源はやはりクラブの例会
だということで、例会そして年間スケ
ジュールの工夫のあり方について話し
合われました。次期会長からいろんな
事例は出させていただきました。問題
として出たのが一番多かったのは、会
場監督がいつも同じメンバーで同じ会
話になってしまうので、敢えて会場監
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督が 3 ヶ月に 1 回か 6 ヶ月に 1 回なの
か各クラブによるんですが、席を決め
てフリートーキングをしたりだとか席
で食事をしたりだとかそういったこと
をやってるところ、あと月 1 回夜間の
例会をひらいたり、後はチャリティー
コンペということでコンペを行ってい
るところ、会員の交流をより深く図る
ために毎月誕生日を迎える会員を歓迎
する例会、ボーリングなどで交流を深
めるなどいろんな事例を聞きました。
私も 7 月以降に例会のあり方について
は検討させていただきますが、例会で
活気をつける、ロータリーは単なる社
交場ではない、こういった魅力のある
こともして社交的なことももちろんす
るんですが、それとやはりロータリー
の質、ロータリーとしてやるべきこと、
あとロータリーであなければできない
ことというか、そういう質も確保しな
がらやるってこれは私のテーマであり
ますが、そういうのも大事なのかなと
いうのを感じました。あとそういった
のを感じさせるのはポリオの事例を全
大会で発表してくださった関場特別代
表がポリオの現状についても話してお
りましたし、あと最後松本ガバナーの
渾身の最後のごあいさつもそういった
のがひしひし伝わりました。今 2830 地
区が会員の減少でいろいろとあるんで
すが、やはりうちのクラブとしては魅
力ある例会そして魅力あるクラブを作
ることによって自然に会員が集まるよ
うにするのが自分自身の課題でもある
のかなと思いました。
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会長挨拶

山本周平 会長

久しぶりにゆっくり時間がありますの
で落ち着いてご挨拶したいと思います。
まずジミー相馬さん（笑）ご参加あり
がとうございます。テイちゃん、今日
は例会セッティング９９%お手伝いい
ただきましたありがとうございました。
すごい手際よかったです。今日は木村
会員がお休みということで私が迎えに
まいりました。帰りは田中会員がきち
んとお送りする予定です。
地区協議会には遠方でしたがたくさん
の会員の方々にご参加いただきまして
ありがとうございました。楽しく行っ
て楽しくかえってこれたと思います。
先週は悲しい出来事とおめでたい出来
事がありました。
菊池会員のご祖母様がご逝去されたこ
とにご冥福をお祈り申し上げます。そ
れから三浦会員の長女華子さんが５月
１１日にご結婚されました。本当にお
めでとうございます。
地区協議会ではロータリー財団委員会
の分科会に参加させていただきました。
今回は未来の夢計画の補助金の話でし
たが、例えば日本の一クラブと海外の
一クラブのコラボレーションで一つの
奉仕事業ができる補助金が次年度より
開設されるということで、タイのチェ
ンマイで健康を害することなく安心し
て使える水を設置する施設の設置が行
われるようです。この青森から国際的
な事業に携われるチャンスができたこ
とに、ロータリーとしての可能性や外
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国語やコミニケーションスキルをアッ
プするなど個人としての成長の可能性
があがりますので、この価値はクラブ
運営だけでなく会員増強など良い影響
が出てくると思われます。長い目で頑
張って生きたいと思います。

ニコニコ報告
関場慶博会員：桜庭さん待っていまし
た！卓話楽しみにしています。テイち
ゃん、相馬ジミ－さんようこそ！
山本周平：昨日は地区協議会に参加さ
れました方、大変お疲れさまでした。
ボス！ポリオプレゼンテ－ション、会
場が引き締まり、志気が上がりました。
次の地区大会楽しみです。
三浦順子会員：桜庭さん卓話たのし
み！よろしくお願いします。先日は長
女華子の披露宴に素敵なお花をありが
とうございました。内祝いにお菓子を
と思いましたが、その分をニコニコに
入れます。奉仕活動にお役立てて下さ
い。
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福澤稔会員：昨日、地区協議会に初め
て出席させて頂きました。そこで又、
新たな出会いがありそのことに感謝申
し上げます。
岡本薫会員：ようやく春になりました。
順子さん、華子様のご結婚おめでとう
ございます。渡邊さん、お誕生日おめ
でとうございます。
吉田淑子会員：みなさま、お久しぶり
です。元気に復活しました。健康には
気を付けましょう。桜庭さん、今日楽
しみにしています。
田中裕介会員：三浦さん、華子さんの
ご結婚、本当におめでとうございます。
母から娘への手紙、きっとステキだっ
たんだろうと想像します。華子さんの
末永いお幸せを心より願います。
宇野純子会員：桜庭さんの卓話楽しみ
です！ワンちゃんの子どもが 1 ヶ月に
なりとても可愛いです。FB を見てね！

出席報告
第 42 回例会

坂本大輔会員：昨日は母の日。昨日、
地区協議会に参加させてうただきまし
た。第 2830 地区、今年の母 松本ガバ
ナ－の最後の挨拶、凛としていて感動
しました。
澁谷明広会員：昨日はじめて地区協議
会に行ってきました。すごく勉強にな
りましたよ。今度はみんなも参加して
みて下さい。

出席者数 13 名
出席率

46％

修正出席率

100％

【メークアップ】
５月７日
理事会打ち合わせ
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三浦会員、宇野会員、菊池会員、山本
会員
５月８日
リーフレット打ち合わせ
菊池会員、齋藤会員２名
５月１１日
諮問委員会

関場会員

５月１２日地区協議会
関場会員、菊池会員、山本会員、澁谷
会員、福沢会員、坂本会員、三浦会員
７名

■例会予定
5 月 20 日（月）Ｅ例会
5 月 27 日（月）Ｄ例会「青少年交換
プログラム」（新世代奉仕委員会）
6 月 3 日（月） 内部卓話（坂本大輔
会員）
6 月 10 日（月） 委員会活動報告
（会員増強・維持委員会、管理運営委
員会、アカデミー委員会）
6 月 17 日（月） E 例会
6 月 24 日（月） 委員会活動報告
（奉仕プロジェクト委員会）、会長総
括
■地区内外行事
10 月 5－6 日 地区大会（八戸市）
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