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おめでとうございます！！

田村元気会員・麻紀子さん
小林伯裕さん
ご結婚おめでとうございます！

入会おめでとうございます！

職業分類：仏教

小林さん、一緒にロータリーを楽し
みましょう！！
！

照れ屋な田村会員と笑顔が cute な
麻紀子さん！
例会のなかでウエディングシャワー
が行われ、会員から祝福のお祝いが
贈られました。末永くお幸せに！
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最終例会につき、会長・幹事総括が
行われました。
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は、人生をかけて作ってきたプルデン
シャルの青森支社が盛岡支社に統合さ
れ、残されたお客様を守りプルデンシ
ャルの理念を広めたい一心でほとんど
知り合いのいない青森で営業を始めて

２０１１－２０１３年度会長総括
半年たったところでした。

開設より感謝をこめて
会長 山本周平

月一回の福井出張もしながらほんとう
に務まるのだろうか。いろんなことが
不安な中無謀に会長を引き受けてしま
いいつ辞退しようか悩んだことも多か

本日は重要な総括の場にもかかわらず
所要にて出席できず大変申し訳ありま
せんが、

ったですが、今は弘前アップル RC に
ジョインしたこと、会長をさせて頂い
たことすべてが私にとって幸せだった
と思っています。

書面にて会長総括を述べさせて頂きた
くご容赦頂きますようお願いします。

開設当時でまだ会員数も少なかった頃、

まずは、2011 年の開設準備時より約 1
年半に亘り、関場特別代表、三浦さん
はじめアップルのみなさん、そして地
区ロータリアン、全国のロータリアン
の方々よりの暖かいご協力と思いやり
を頂きましたことに感謝を申し上げた
いと思います。
本当にありがとうございました。
思い起こしますと２０１１年１１月に
ジャスミンルームで関場さんと三浦さ
んよりオファー（軟禁）で「本来のロ
ータリー理念に基づいたクラブを作り
たい。協力していただけませんか？」
の言葉に感動と恐怖を憶えたことが今
では懐かしく、私にとっては１９０３
年のポールハリスたちロータリーの起
源と同じくらい重要な日でした。
やはり、関場さんと三浦さんのお二人
が目指したいものを実現するためにお
役に立てればと思いましたが、当時私

会員を発足規定の 25 名まで揃えなけれ
ばならない、6 月 23 日にはチャーター
ナイトも成功させなければならない中、
頻繁に開かれるジャスミンルームの飲
み会には新規の候補者の方が次々来ら
れ、盛り上がりがどんどんエスカレー
トして深夜までが当たり前になり、気
がつけばお越し頂いた方々は殆ど会員
になられていきました。爆発的な勢い
で集まったメンバーはエネルギーに満
ちていて、チャーターナイトまで時間
がない中、メンバーのみんなは本業の
大変さをみじんも感じさせず、ふらふ
らになりながらも絶えず笑顔で日夜作
業に奮闘し、チャーターナイトでは最
高のお酒が飲めたことは昨日のことの
ように思います。
今年度におきましては、カルチャーロ
ード、クリスマス例会、寺子屋、花見
例会、米山奨学生の招待など多くの活
動がなされてきました。
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いづれにしても会員のみなさんが、仕
事や家庭など忙しい中で、「時間と汗」
を奉仕していただいた結果だと思いま
す。この時間と汗からは４つの価値が
えられると思います。
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さん、ほんとうにありがとうございま
した。

２０１１－２０１３年度幹事総括
２０１１－２０１３年度幹事総括
幹事 菊池 勲

例えば、①様々な業種の方との出会え
たことで、様々な人生観や職業観が身
近で知れたこと。②本業以外の活動を
するためには本業の質と効率を向上さ
せる必要に迫られ、結果自己成長でき
ること。③計画性の大切さがわかるこ
と。④失敗を経験させてもらい、良い
反省と改善ができること。
このことから、この１年半は私の人生
においても素敵な１年でした。みなさ
んにおいてもそうであればうれしく思
います。ほんとうにありがとうござい
ました。
反省としましては、例会に来ていた
だいてる会員の方が自由に発言したり、
気さくに話しができる場が殆どなかっ
たことに尽きると思います。
ポールハリスの時代も「例会」からい
ろんな発想が生まれ今日に至っている
と思いますので、みんなにとって来た
い例会かどうかの観点で、たくさんの
会員が集まったものと思います。決し
て失敗を怖がらず、発言することを怖
がらず、実行することをためらわず、
今後も素晴らしい弘前アップルロータ
リークラブクラブなるようみなさんと
尽力していきたいと思っておりますの
で今後ともどうぞよろしくお願いしま
す。
それでは、１年半に亘り頼りない会長
でありましたが、支えていただいた皆

1. ロータリークラブ幹事って？

「ロータリークラブってなんだろ
う？」そんな疑問が生じて入会して
すぐの頃、幹事という役割を仰せつ
かり、】気がつけばあっという間に
1 年が経過しようとしています。会
社は利益を出して給料をもらいなが
ら存在するが、ロータリークラブは
だいぶ違います。みんな「奉仕」や
「社会貢献」のためにお金を出しあ
って活動する団体だし、世界中に同
じ理念と考えを共有する仲間がたく
さんいる世界組織だからです。ロー
タリークラブの奇跡は、みんなで
「何かをしたい」という気持ちのみ
でつながっていることにあります。
このような奇跡の団体をまとめてい
くことの意味を 1 年経過して実感し
ています。世界の中にある「弘前ア
ップル RC」。とてつもない可能性を
秘めた仲間でスタートはきれたと思
います。ロータリークラブの素晴ら
しさに気づいただけで、1 年間はあ
っという間に過ぎました。
２，例会運営
52 回の例会が過ぎようとしています。
年間 40 回の例会を会長・幹事で色々
智恵を出しあい作っていくのも会長
幹事の仕事。いろんな人がいていろ
んな意見が出るような例会も面白い
し、楽しい。きっと例会に「非日常」
のあふれる空間を求めて会員の皆様
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が集まるのかもしれないと確信に近
いものになりました。1 周間に 1 度
しかない例会が最高の時間になるよ
うにしなきゃいけないと気づくまで
の 1 年。例会で気心知れた仲間に会
えることが一番楽しいものです。そ
んな例会をこれからも発展させてほ
しいですし、ロータリーの原点は例
会にあると思います。
３，行事とイベント
カルチュアロードやクリスマス例会、
ロータリー寺子屋、お花見例会、清
掃活動など少しづつではあるがアッ
プルロータリークラブの活動がスタ
ートし始めることができました。ア
ップルロータリー活動のポテンシャ
ルは幾度となく様々なタイミングで
感じることがありました。そんなポ
テンシャルを今後も少しづつ成長さ
せられれば良いのではないかと思い
ます。振り返れば、アップルロータ
リークラブを立ち上げる際に「もっ
と人のために活動できる団体をつく
りたい」と思っていたのが原点だっ
たと思います。アップルロータリー
クラブの活動への「勢い」「身軽さ」
は大事な部分だと思うし、困った人
がいたらすぐ助けてあげられるクラ
ブの気風は今後も受け継いで欲しい
と思います。
４，会長と共に 1 年
最後に、一年間山本修平会長ととも
に毎月お互いの時間を合わせてミー
ティングを開催し、様々なことを話
し合ってきて会長の熱意に打たれる
ことが度々ありました。ロータリー
クラブが、ポール・ハリスの熱意か
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ら始まったように、弘前アップルロ
ータリークラブも会長の熱意がとて
も大切であるように思っています。
それを形にしたり、具体化したり、
伝播させるのは幹事の役目です。日
本地図を作ろうとした伊能忠敬が 16
年かけて日本地図を完成させたよう
に、弘前アップルロータリークラブ
が船出を切ったばかりでこれからも
発展していくためにはリーダ－の熱
意と幹事の調整は重要だと感じてい
ます。これからの熱意あるリーダー
のもと、弘前アップルロータリーク
ラブの礎を築いてほしいと思います。
幹事は会長の熱意をけさないように
会長とクラブを支える存在だと 1 年
経過して学んだ気がします。1 年を
終えて会長はじめ皆様に感謝！

会長あいさつ
副会長 荒田俊治副会長：実感して
いなかったのですこれが最後で次か
らは（会長として）自分たちがやっ
ていかなきゃならいと慌てています。
これからは少しスピードアップして
いこうと思います。1 周間に一度し
かあえないわけですからテンポよく、
といってもだらだらすすかもしれま
せんが（笑）これからもよろしくお
願いします。お疲れ様でした。

ニコニコ報告
三浦順子会員：元気さん結婚おめでとう！
森山様ようこそ。仲間になりましょう。
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坂本大輔会員：森山さん、ようこそ当クラ
ブへ。小林さん入会おめでとうございます。
山本さん菊池さん 1 年間お疲れさまでした。
出席報告
板澤雅人会員：富士山の世界遺産登録がや
っとかなったようですが、これからも課題
は山積みのようです。ゴミは必ず持ち帰り
ましょう。

第 51 回 E 例会出席数 21 名

出席率 72％

修正出席率 90％
＊メークアップ

小林伯裕会員：1 週間ぶりに運動したらめ
まいがします。森山さんよろしくお願いし

6/14

地区 RLI

PartⅢ打ち合わせ：三浦

ます。
6/15

同

澁谷明広会員：先日弘前リレ－マラソン大
会に参加してきました。その中のチ－ムに

6/15

「板柳 RC」というのがありましたので
「あっロ－タリ－だ」と思ったら板柳ラン
ニングクラブでした。チャンチャン。

第 52 回例会

：山本・三浦

同懇親会：山本・三浦

岡本薫会員：田村さん、ご結婚おめでとう
ございます。昨夜の満月、ス－パ－ム－ン

出席 17 名
修正出席率

出席率

59％

76％

＊メークアップ
すばらしかったです。
6/18

地区会員増強打ち合わせ：三浦

6/19

次年度管理運営委員会：山本・齊
藤・岡本・竹浪

上田勝会員
森山さんいらっしゃい。ア
ップルロ－タリ－クラブが森山さんにとっ
て楽しい場所になったらうれしいです。
田中裕介会員：田村さん結婚おめでとうご
ざいま-す！ますますお幸せに！

■例会予定
福澤稔会員：田村元気会員ご結婚おめでと
うございます。今日は暑かったですね～皆
さん体調管理に気を付けて夏を乗り切りま
しょう！今週土曜日の焼肉パ－ティ－が楽
しみです。

7／1（月）

例会終了後臨時総会

7／8（月）

ガバナー公式訪問

藤・岡本・竹浪

17 時：会長幹事面談
18 時：クラブ協議会

木村由美会員：アップルロ－タリ－クラブ
に入会して 1 年！これからも楽しみです。

19 時：例会
たくさんの出会いが私を成長させてくれる
事に、心から感謝です。

＊例会終了後、ガバナーを囲んで歓迎
懇親会を開催します。
宇野純子会員：森山さんようこそ！元気さ
ん結婚おめでとう。

7／15：祭日のため休会
7／22：外部卓話 森本奈津子様
（徳島南 RC）
＊例会終了後懇親会を予定しています
7／29（月）休会

