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第 19 回例会

2012-13 年度 RI テーマ

歓迎！松本康子ガバナー
ガバナー公式訪問例会

奉仕を通じて平和を
RI 会長
田中作次
RI2830 地区ガバナー
松本康子
■例会・行事予定 ■
9 月 10 日（月）
内部卓話：「私の履歴書」
（荒田俊治会員）
9 月 17 日（月）
休会（敬老の日）
9 月 24 日（月）
内部卓話：「私の履歴書」
（板澤雅人会員）
9 月 27 日（木）
青少年交換学生帰国報告会
（弘前東クラブ主催）
9 月 30 日（日）
十和田八甲 RC10 周年記念
式典
10 月 1 日（月）
理事会
内部卓話：「私の履歴書」
（上田勝会員）
10 月 8 日（月）
休会（体育の日）
10 月 13－14 日
地区大会（青森市）
10 月 15 日（月）
休会（地区大会と振替）
10 月 22 日（月）
内部卓話：「私の履歴書」
（岡本薫会員）
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弘前アップルロータリークラ
ブにとっての初めてのガバナ
ー公式訪問が、9 月 6 日（木）
に行われました。会長幹事面
談のあと、会員増強をテーマ
のクラブ協議会が行われまし
た。各会員からの活発な意見
発表がありました。会長から
は「今年度一番の目標は会員
増増強です。会員を増やし基
盤をしっかり固めたい。いか
に強固な基盤を作るかが今年
の課題。クラブのカラー、雰
囲気が大事ですが、活動をし
ていくには様々な能力の人が
いないといけない。志を同じ
くする仲間が増えればそれだ
け奉仕も盛んに行えるように
なる。今年度の会員増強は少
なくとも 10 名は達成したい」
「そのために会員増強委員会
で会員増強活動のためのスキ
ームを作ります。アップルク
ラブらしい講演会を 2 回は実
施し、そこでの出会いを会員
獲得のきっかけにしたい。ど
のような人を勧誘するのか？
人の要素と職業分類が大事だ。
一年間でしっかり基盤を作り
次年度へバトンタッチしたい」
との力強い挨拶がありました。
「クラブにふさわしい人を勧
誘するとしても、どのような
クラブの魅力があるのかをは
っきりすべき」（坂本会員）
「入会したい人の動機が何
か？その人の価値観を知るべ
きで、その人の価値観とクラ
ブの価値観とがあうかどうか
を見極める、すなわちヒアリ
ングということがとても大事。
入会の動機を把握すれば、ク
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ラブに入ってもやっていける
かどうかがわかる」（山本会
長）「クラブでいっしょにや
っていくには志が同じでなく
てはいけないが、明るい、元
気、笑顔が素敵とかとかポジ
ティブシンキングの人が合う
のでは」（田中会員）「講演

どんな雰囲気でどんな活動を
しているのかをしっかりアピ
ールしていく必要がある。ア
ップルクラブならではの若さ、
楽しさは当クラブの大きなセ
ールスポイント。アップルら
しい講演会、そして会員増強
委員会を中心に入会候補者を

会についてですが、11 月下

探していきたい」（菊池幹事）

旬～12 月初旬に行いたいと
思っている。面白い人を呼べ
る講演会であるべき。このク
ラブは面白そうだなというイ
メージを作る必要がある。講
演者など講演会のコンセプト
をこれから一緒に作っていき
たい」（菊池幹事）「例会へ
来てみない、と誘われて来て
みたら、素敵な人たちがたく
さんいて、その後の人との出
会いがたくさんあって入会を
して良かったと思っています」
（木村会員）「素晴らしい人
がたくさんいると聞いていま
したが、会費の問題とかあっ
て入会を躊躇していましたが、
三浦さんから丁寧に説明をい
ただいて、入会をしました。
素晴らしいクラブだと思って
います」（岡本会員）「実は
主人が他のロータリークラブ
のメンバーでしたが、いつも
楽しそうに例会へでかけてい
く主人をみてとても興味を持
っていました。アップルクラ
ブへ誘われて、私でも人のお
役にたてるのであればと思い、
入会しましたが、いろんな刺
激を受けていて、世界的視野
の中での活動に感動を受けて
います」（吉澤会員）「この
クラブにはどんな人物がいて、

松本康子ガバナー卓話

本日は公式訪問へお招きい
ただきありがとうございます。
私の夫が弘前大学医学部大学
院の 1 年生の時に結婚しまし
て、それから 10 年間、弘前
に住みました。とても懐かし
い弘前です。その後、青森で
夫が開業をし、それ以来 40
年間青森市に住んでいます。
どうしてロータリークラブへ
入ったかですが、青森県に親
戚も同級生も誰もいない中、
地域の人と知り合いになり、
地域に少しでもお役にたてる
ことをしたいと、いろんなボ
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ランティア活動に参加するよ
うになりました。そんな中、
ロータリークラブで卓話をし
ないかとのお誘いがあったの
が、私とロータリーとの最初
の出会いです。私の家は三代
にわたる医者の家庭でした。
朝、昼、晩と病院の給食を作
り、まさに給食のおばさんだ
ったわけですが、余った時間
にボランティア活動を行って
いました。ロータリーに入ら
ないかとのお誘いがあり、青
森県で最初の女性会員として
入会しました。ロータリーに
入って勉強すればするほど奥
が深い。私はお花の先生です
が、ロータリーは華道と同じ
でやればやるほど知れば知る
どう

ほど奥が深い、まさに「道」
です。地区会員増強委員長に
なり地区デビューをしました
が、地区大会で女性三人（わ
がクラブの三浦順子会員がそ
の一人）のパネリストで会員
増強のディスカッションを行
いました。その後、地区米山
委員になりました。中国から
来た一人の青年と出会いまし
た。日本語があまり話せませ
んでしたが、どうすれば米山
奨学生になれるのかと真剣に
考え、その生徒は弘前大学か
ら公立青森大学へ移り、米山
の試験を受け、トップで受か
りました。私がカウンセラー
で、それが最初の米山奨学生
との出会いでした。その後、
地区米山奨学会委員長となり
ました。最初のオリエンテー
ションで、中国の奨学生が私

の顔をまじまじと見ていたと
思ったら、いきなり「お母さ
ん」と呼びました。そして私
はいつの間にか「米山のお母
さん」と呼ばれるようになっ
ていて、ロータリーの友でも
全国的に紹介されました。
田中作次RI会長がサンディ
エゴの国際協議会で、ロータ
リーとは何か？を語る時には、
自分がロータリーで一番感動
したことを 3 分間で感動的に
話しなさいと言われました。
それが一般の方に一番わかり
やすい。ロータリーは世の変
化に比べ少し歩みが遅い、と
も言われました。既存のクラ
ブ会員の平均年齢がだんだん
上がってますが、その高齢の
ロータリアンが若いインター
アクターとの接触のおかげで、
考え方が若々しくなっている
ことを感じます。インターア
クト年次大会では、インター
アクターの若者が東日本大震
災復興に何ができるかを真剣
に考えるようになりました。
そして視点がグローバルにな
ってきています。そのような
若い人々の考えや活動に既存
のクラブが乗ってきている、
そんな現状があるかと思いま
す。
2830 地区は素晴らしい地
区だと思います。弘前アップ
ルクラブの楽しさ、素晴らし
さを、どうか地区全体へ伝え
てください。ガバナーの役目
は地区会員全員と会えるので、
いろんなクラブの良さを皆に
伝える役目がございます。私
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もアップルクラブの素晴らし
さを皆に伝えたいと思います。
未だにずっと寝むれない
日々が続いています。ガバナ
ーとして何ができるのか。で
も今はわかりました。皆に各
クラブの良さや、地区内の良
いところを伝えることができ
ると思えるようになりました。
7 月 1 日のガバナー、元ガバ
ナー、ガバナーエレクト懇談
会で、私のスピーチが好評で
した。「私どもの地区で弘前
アップルRCという新しいク
ラブができました。地区に新
しい風が吹き出しました。
On the wind of Peaceで頑張
ります」皆に、あなたのスピ
ーチはわかりやすかったとお
褒めの言葉をいただきました。
私ができることは、皆さま
がやることのお手伝いをする
こと。知れば知るほどロータ
どう

リーは楽しい。まさに「道」
なのです。時代の必然性がこ
のようなアップルクラブをあ
る意味で作ったと思います。
私もまだまだ若い人には負け
ません。ただ階段だけは苦手
ですので、エレベーターを使
うことをお許しください。
パイロット地区として最終
年になりました。来年からは
未来の夢計画に基づいてのロ
ータリー財団活動が本格的に
始まります。地区としての会
員増強目標は 1,200 名です。
田中作次RI会長年度に何がで
きるか？財団活動や職業奉仕
活動ももちろん大事ですが、
とにかくまず会員増強をして

Weekly Bulletin of Hirosaki Apple Rotary Club

皆で盛り上げよう、それしか
ない。米山の海外応募型奨学
生の受け入れも行いますので、
おそらくその方は日本語はほ
とんど話せないでしょうから、
その時はアップルクラブでど
うぞ受け入れてください。地
区内にも新しい風が吹き出し
たことを感じています。アッ
プルクラブのますますのご活
躍を祈念しています。

幹事報告
ロータリー米山記念奨学会よ
りクラブ創設記念寄付への感
謝の盾が届いています。
9 月 16 日カルチャーロード
が行わられますので、多くの
会員の参加をお願いいたしま
す。
9 月 17 日は休会です。お間
違えのないように。
関場会員の孫のお母様の佐藤
真世様からお礼の手紙とお菓
子が届いてます。
9 月 8 日にカルチャーロード
実行委員会が開催されます。

委員会報告
■カルチャーロード実行委員
会委員長坂本大輔会員：
9 月 16 日のカルチャーロー
ドに出店しますが、場所は牛
角上土手町店の斜め向かいで
す。8 時から会場設営を行い
ますので、多くの会員の方の
お手伝いをお願いいたします。
ANRI プロジェクトと命名し
ました。アップルロータリー
クラブの A、野田村の N、

陸前高田の R、石巻の I です。
アップルクラブが初めて行う
外部でのプロジェクトですの
で、積極的参加をよろしくお
願いいたします。

ニコニコ Box
22,800 円
松本康子ガバナーより 10,000
円のニコニコがございました。
山本智 G 補佐(大鰐 RC)：連
絡ミスで遅くなり、申し訳あ
りません。
笹森剛 PDG（弘前 RC）：松
本ガバナ－、連日公式訪問ご
苦労様です。2 回目のメーキ
ャップです。
山本周平会長：松本ガバナ－、
山本ガバナ－補佐面接ありが
とうございました。未熟者で
すが、ガバナ－の志のもと尽
力します。孫と思ってかわい
がって下さい！お手柔らかに。
菊池勲幹事：松本ガバナ－、
山本ガバナ－補佐、笹森パス
トガバナ－、本日はようこそ
アップルＲＣへ！ありがとう
ございます。個人的な事です
が、来月アップルマラソンに
出場するために、平日朝 5 時
30 分から 2 時間走っていま
す！42.195ｋｍを完走して良
い報告が出来るように頑張り
ます。パワ－・アップル！！
関場慶博会員：我らが松本康
子ガバナ－を大歓迎いたしま
す。ようこそ弘前アップルＲ
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Ｃへ！山本ガバナ－補佐お疲
れさまです。笹森パストガバ
ナーようこそ。
三浦順子会員：松本ガバナ－、
山本ガバナ－補佐ようこそア
ップルＲＣへ。パワ－あふれ
るクラブです。元気を吸いと
られないようにお気をつけ下
さい。
細川美奈子会員：松本ガバナ
－ようこそ。夜、虫の音が聞
こえるようになり、秋だな～
と感じるここ数日ですね。
木村由美会員：松本ガバナ－、
山本ガバナ－補佐ようこそ弘
前アップルＲＣへ。お会いで
きるのを楽しみにしておりま
した。エネルギ－を頂けたら
とても嬉しいです。
坂本大輔会員：松本ガバナ－
様ようこそ！岩木山のような
関場ボスと、そこを流れる岩
木川のような順子さん。その
他 23 人の果実で構成するア
ップルＲＣをよろしくお願い
します。
岡本薫会員：松本ガバナ－よ
うこそ弘前アップルＲＣへ。
ガバナ－のパワ－を吸収して
これからの活動に活かせたら
と思います。夏バテは時間差
でやってくるそうです。皆様
くれぐれもご自愛下さい。
田中裕介会員：松本ガバナ－、
山本ガバナ－補佐ようこそ弘
前アップルＲＣへ。明るく元
気なクラブの雰囲気是非楽し
んで下さいね。
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吉澤葉子会員：固い話で恐縮
ですが、我が二唐刃物鍛造所
では、国土交通省認定Ｍグレ
－ドの正式な認定証が届きま
した。頑張ってきて良かった。
今日は松本ガバナ－、ようこ
そおいで下さいました。今後
とも宜しくお願いいたします。
山田順子会員：松本康子ガバ
ナ－ようこそ！アップルＲＣ
へ。色々な大きさと色のリン
ゴを私達に見たてて今日の横
断幕を作りました。今度は泊
りがけでゆっくりお出かけ下
さいませ。仕事が終わって車
に乗ったら首にタイマ－が
（汗）
吉田淑子会員：松本康子ガバ
ナ－ようこそお越しいただき
ました。私自信まだまだです
が、頑張っていきたいと思っ
ておりますので、今後ともよ
ろしくお願いします。
角田睦子会員：先日八戸店オ
ープンに付き、スタッフの駐
車場確保に三浦さんに泣きつ
き、八戸ＲＣの方のお世話に
なり無事契約する事が出来ま
した。すばらしきかなロ－タ
リ－網！！ありがとうロ－タ
リ－。

笛で息が続きませんが、楽し
く参加させていただいていま
す。
竹浪大輔会員：松本康子ガバ
ナ－ようこそいらっしゃいま
した。先日、荒田さんの娘さ
んの結婚式において笛の演奏
をしてきました。今日は、妹
の結納も。お祝いラッシュ。
今日、この場にいれた事が一
番ニコニコです。

ことを期待します。
上田勝会員：かっこいい大人
養成講座で登山囃子の笛の練
習をしています。久しぶりの

ガバナー歓迎懇
親会
松本ガバナーを歓迎する懇
親会が例会終了後、樽満で行
われました。

宇野純子会員：松本ガバナ－
ようこそ。お待ちしておりま
した。

出席報告
会員数 25 名 出席数 18 名
出席率 72％
☆メークアップ報告
9/1 カルチャーロード実行
委員会(坂本、渡邊、斉藤、
岡本、山田、木村、菊池、三
浦)
9/2 ロータリー米山記念奨
学会選考小委員会（関場）
9/5 弘前東 RC 例会（関場、
三浦）
修正出席率

板澤雅人会員：勤務先の待合
室に受付番号表示機が設置さ
れました。これからは全部視
線が私へからモニタ－に移る
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100％

ゲスト：松本康子ガバナー
（青森中央 RC）
ビジター：笹森剛 PDG（弘
前 RC）

松本ガバナーを中心に楽しい
ロータリーの友愛の輪が広が
りました。予定の時間がかな
りオーバーしてしまいました
が、松本ガバナ―は最後まで
お付き合いくださいました。
松本康子ガバナー、これから
いよいよ地区大会がございま
す。会員一同たいへん楽しみ
に参加させていいただきます。
またお会いできます日を楽し
にいたしております。きょう
はご指導を賜り、ほんとうに
ありがとうございました。

