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2013－14 年度国際ロータリーテーマ 

「ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を」 

(ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES) 

弘前アップル新年度スタート！！ 

一年間よろしくお願い致します♪ 

（荒田俊治 新会長・坂本大輔 新幹事） 

 

弘前アップル RC 週報 
会長：荒田 俊治 幹事：坂本 大輔 2013/07/01 第 53 回例会 

 弘前アップル RC 事務所                        

〒036-8086 青森県弘前市田園 1-21-1 アイエーネットワーク内 
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会長挨拶 荒田俊治 会長 

今年一年が始まりますが、先日山本前

会長含む何人かでお酒を交えながらで

はありますが、これから何がアップル

ロータリーに必要なのかを話しました。 

一つ思っていたのは、何かを決める際

でもなんでも、みんなで話し合う時間

を作り、色々な人の色々な意見を交換

する場を積極的に作っていくというこ

とです。 

そうすることで、クラブとしての決定

も主体性がでてきますし、そうして決

まったものというのは実現性が高いと

思います。 

そして、山本前会長からの希望で今年

度より、席も丸くして例会を進められ

たらと思っています。 

そうすることで、仲よく意見も出しや

すい雰囲気が作れるとのことです。 

それは私もいい意見だと思っています。 

色んなことに対していろんな意見を出

して率直に話し合う場というのが昨年

度あまりとれなかったという、山本前

会長の反省もあり、私もそれは感じて

いたので、それは是非やっていきたい

です。 

そんな姿勢、場づくりをしていきます。 

そして、私としては、他にもロータリ

ークラブがたくさんある中で、“どう

してアップルロータリーが新しく誕生

しなければならなかったのか”、そし

て、“我々がなにをするのか”をある

程度明確にして、自分たちの方向性を

出していくことが重要だと感じていま

す。 

先日、会長方針を出しましたが、単年

でできることというのは限られていま

す。 

そして、これから多くの方が会長をや

っていく中で、それぞれでやることは

色々だと思います。 

しかし、その行動の根底に一貫性を持

たせるために、弘前アップルロータリ

ークラブ自体が、中長期的にどういう

方向性で進んでいくのかを大まかにで

も示しておかないと、年度ごとであっ

ち行ったりこっち行ったりしてしまっ

て定まらず、良くないと思います。 

ですから、そこも例会などで、しっか

りみんなで話し合って決めていけたら

と思っています。 

そして、委員会も今はたくさんあり、

単体でばらばらに機能していますが、 

それもみんなで協力してやっていける

体制を作ることが大切だと感じていま

す。 

そんな風に、今は人数もそんなに多く

はないですから、いろんなことを実行

していく際に誰かに負担が偏りがちな

こともでてきたりしたりします。 

そして、そんなに多くのこともできま

せんから、ある程度やることを絞り込

んでいって、“みんな”で力を合わせ

て決めていける形をとりたいと思って

います。 

是非、一年間よろしくお願いします。 
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関場特別代表がリスボン

で開催された国際大会に参加

されました。 

 
国際大会での感動を伝えて頂きました。 

世界規模でロータリーと関わることで、

本当のロータリーの価値を感じること

ができるのだと感じました。 

 

月に一回の米山奨学

生、孫婷（ｿﾝ ﾃｲ）さんの

訪問。 

 
もうすっかりアップルの一員です♪ 

キュートな笑顔で毎回みんなから大歓

迎を受けています。 

今度、みんなで食事会しましょうね☆ 

 

山本直前会長 

ＲＬＩ（ロータリー・リーダ

ーシップ・研究会）修了証書

が伝達されました。 

 
 

ニコニコ報告 

宇野純子会員：暑くなり、ワンちゃん

の部屋に扇風機をつけたら喜んでくれ

ました。 

吉田淑子会員： ついに７月ですね。今

日は体にこたえる暑さでした。今から

こんなで大丈夫か？みなさんも体調気

を付けようね。 

木村由美会員：婷ちゃんの笑顔は癒さ

れます。ありがとう。齋藤さんが作成

してくれた HP のお陰様で最近新規の

お客様よりご予約の電話が入るように

なりました。感謝致します。  

上田勝会員：新体制がはじまり、気持

ちも「あらた」に頑張ります。  
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山田順子会員：もう半年過ぎましたね

～相変わらずバタバタですが、焼肉・

カラオケは楽しかったです。  

三浦順子会員：新年度だ！みんながん

ばろう！！ボスおかえりなさい。チョ

コありがとうございます。  

関場慶博会員： リスボンから昨夜帰っ

てきました。ちょっと疲れましたが、

それを補って余りあるほどのロータリ

ーの感動をもらいました。 

田中裕介会員：今日から新体制での

Start ですね。荒田会長、坂本幹事、１

年間よろしくお願いします。  

山本周平会員：荒田新会長、坂本新幹

事長。初陣おめでとうございます。こ

の山本周平が、命をかけてお支え申し

上げます！（笑）一年よろしくお願い

します。  

坂本大輔会員：とりあえず、今日から

一年。いろいろありますが、皆様よろ

しくお願いします。  

岡本薫会員：ボスおかえりなさい！リ

スボン国際大会お疲れ様でした。今日

から新年度、荒田会長、坂本幹事、宜

しくお願いします。 

菊池勲会員：今日から、新年度スター

ト！荒田・坂本新体制の船出。弘前ア

ップルロータリークラブの新しい１ペ

ージを刻んでいって下さい。 

小林伯裕会員：昨日、自転車で岩木山

スカイラインに登ってきました。疲れ

が今日も残っています。 

吉澤葉子会員：お久しぶりの例会です。

皆さんにお会いできてうれしいです。

ボスおかえりなさい。初めての骨折で

健康のありがたさを改めて知りました。

順子さん、カオリン、送迎お世話にな

ります。 

竹浪大輔会員：みなさん、お久しぶり

です。昨日、久しぶりに何も予定がな

く、龍飛に行ってきました。心の洗濯

ができたので、今日からまた頑張りま

す！ 

 

出席報告 

第 53 回例会            

出席者数 18 名          

出席率 62％           

修正出席率 100％ 

 

【メークアップ】         

６月２３、２４、２５，２６日 

第 104 回ロータリー国際大会 

関場会員 

６月２９日 

年度末懇親会 

山本会員、菊池会員、吉田会員、坂本

会員、宇野会員、岡本会員、山田会員、

澁谷会員、木村会員、福澤会員 

６月２９日             

地区米山記念奨学会卓話講習 三浦会員 
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■例会予定                

7 月 8 日（月）ガバナー公式訪問 

 17 時：会長幹事面談 

 18 時：クラブ協議会 

 19 時：例会 

7 月 15 日（月）休会 

7 月 22 日（月）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 月 29 日（月）休会 

8 月 5 日（月）外部卓話 派遣学生  

澁谷菜佳さん 

8 月 12 日（月）内部卓話 

8 月 19 日（月）Ｅ例会 「会員増強」 

（担当：会員増強維持委員会） 

8 月 26 日（月）内部卓話 

■地区内外行事                                 

10 月 5－6 日 地区大会（八戸市） 


