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弘前アップル RC 週報
2012/11/05

会長：山本周平 幹事：菊池 勲

第 24 回例会

ロータリーと私
世渡り上手なロータリアンになるための傾向と対策

外部卓話：矢橋 潤一郎 様（札幌東 RC）

本日の卓話のタイトルは、関場先生に仮に「ロ
ータリーと私」とつけていただいていたものを、
そのままパクらせていただきました。（笑）

サブタイトルに「世渡り上手なロータリアンに
なるための傾向と対策」ということで（大爆
笑）、実はブログをやっていまして、ロータリ
ー的なものと個人的なものとを使い分けている

のですが、ロータリー的なブログの方でサブタ
イトルを年度ごとに変えています。毎年の RI
のテーマをもじったりしているのですが、今年
は日本人の会長ということでテーマをもじって
いません。「超我の奉仕」というものを「超、
我のつよい奉仕」という具合にもじったりして
いますが（爆笑）、時々お叱りを受けたりして
は撤回をしたりしていますが。その都度また新
たなコラージュを考えています。
私の会社は青森銀行がメインバンクでして、
本店で年一回の取引先の社長さんたちを集めて
の懇親会がありまして、いつもは青森市のホテ
ル青森に泊りすぐ帰ります。なかなか弘前の方
へ来る機会もなかったのですが、私はローター
アクトをずいぶん可愛がっていた時がありまし
て、こちらのローターアクトの年次大会におじ
ゃましていました。その時、今日出席の長尾さ
んとお会いし、弘前城のお花見なんかを案内し
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たりしてもらったことがありました。これまで
は関場先生を無視して弘前に出入りしていたん
ですが（爆笑）、それは心苦しいことで、
Facebook などで関場先生とつながっているの
で、今回はさすが隠しきれないということでメ
ークアップに訪れました。
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事をやっています。北海道ザンギ連盟、ザンギ
というのは鶏肉の下味をつけたから揚げですが、
それを食べようという会の顧問をしています。
ローソンのからあげクンというのがありますが、
それは私どもの監修で作っているのです。意外
な圧力団体ということになっています。（笑）
さっぽろスイーツコンベンションですが、私の
ような素人も審査員の中に入っていて、2 時間
で 86 個のお菓子を審査するという、苦行のよ
うな審査です。出だしは美味しいのですが、20
個も食べるとあとはだんだん不機嫌になってき
てしまいます。（爆笑）

これは本業の方の履歴です。昭和 43 年生まれ
の独身です。バツもついておりません。結婚す
るのが嫌だとかではなく、出会いがないだけで
す。北海道の女性と縁が無いだけです。かとい
って青森で婚活をするわけにいきませんし。
（笑）煙草も吸わず、ばくちもやらず、身持ち
も硬く、浮気もしない・・たぶんしないと思い
ますので、物件としては悪くないと思います。
（爆笑）会社は北海航測といいます。セスナを
使って、空から地上の写真を撮って、繋ぎ合わ
せて地図を作るというのを本業としています。
レーザーを利用しまして 3D 立体地図をも作る、
東北北海道では唯一の会社です。裏千家のお茶
もしています。お茶をやっているんだから出会
いが無いというのはおかしいんじゃないかと言
われますが、お茶をしている女性との相性がど
うも良くないのです、残念ながら。ホームレス
の人が路上で雑誌を売っていますが、発祥はイ

私のロータリー的な履歴をまとめてみました。
青少年交換学生でオーストラリアのウェストト
ーレンズでお世話になりました。帰国後、大学
は大阪へ行ったものですから、大阪の住吉ロー
ターアクトクラブへ入りました。そのお世話ク
ラブはもうなくなってしまいました。大学を卒
業した後、東京へ行きまして、東京中央ロータ
ーアクトクラブへ入りました。歌舞伎役者や古
典芸能のロータリアンもいて、面白かったです。
文明堂が例会場所でした。その後、札幌へ帰り
ました。北大の大学院へ行き、札幌北ローター
アクトクラブへ入りましたが、会員数が増えず

ギリスで札幌でもやろうと、札幌には 100 名ほ
どのホームレスの方々がいるのですが、その人
たちのお世話をしようといことで、私が設立副
代表で北大の先生に代表になってもらい、ビッ
グイシューさっぽろという団体を作り、今は監

休会となってしまいました。30 歳でローターア
クトを卒業し、大阪あたりではその後すぐロー
タリークラブへ入るのですが、札幌北クラブは
のんびりと構えていましたので、札幌東クラブ
はそのすきを虎視眈々と狙っていまして、私に
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声がかかりました。しかし、父から「お前はま
だ大学院生なんだから、来年の 4 月卒業してか
ら入りなさい」と言われ、めずらしく良いこと
を言うなあと思い（笑）、その言葉に従いまし
た。ロータリーに 30 歳で入ったものですから、
入会後ずっと新世代関係のプログラムに関係し
てきました。

ロータリーの友に載りましたが、札幌市内を走
る路面電車を貸し切って送別パーティーをしま
した。

この女の子は青少年交換学生でケイちゃんです。
私が初めてカウンセラーを務めた学生です。

86 年に青少年交換学生でオーストラリアでお世
話になりましたが、その時のホストファザーで
す。2003 年にブリスベンで国際大会が行われた
時に、ついでにアデレーを訪ねました。ホスト
RC の例会にロータリアンとして参加しました。
当時の会長さんとの写真です。そして私の名前
二番目にカウンセラーを務めたスティシーです。
このようなちょっとふざけたような卓話のタイ
トルですが私がつけました。

がクラブのボードに刻まれていました。
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北海高校インターアクトクラブです。新世代の
社会奉仕活動ということで、Hib ワクチン街頭
署名活動を行いました。

私のホストマザーです。彼女は日本のことが大
好きで、日本人の交換学生をたくさんホストし
ました。そのうちの一人の元青少年交換学生が
結婚するというので、オーストラリアから結婚
式に参加するために日本へやってきました。そ
の時、私も結婚式へ参加し、彼女のお世話をい
たしました。

札幌北 RAC で雪像を作りました。にこやかに
映っていますが、アクターたちは寒さに不平た
らたらで、その後全員カゼをひき、雪像づくり
はこの回だけで終わりました。

この写真をお見せしたかったのです。2830 地区
の RAC 年次大会にお招きをいただいたときの
ものです。もう 6 年前ですが。見慣れたお顔が
ならんでいます。
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インナーホイールクラブです。ロータリアンの
ご婦人の方々で組織していますが、インナーホ
イールは今は札幌東クラブにしかありません。

交換学生のホストマザーがたいへんですので、
皆でホストマザーを慰労することが大切です。
その慰労会の時におこなったコーラスがきっか
で、コーラスクラブができ、全日本ロータリー
合唱祭を札幌で主催しました。左下の写真は、
知的障害者の方々の施設を慰問したときのもの
です。10 年以上にわたり続けてきましたが、コ
ーラスが役立ちました。
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トルコからの米山奨学生のカウンセラーを務め
ました。左写真はクラブの忘年会での出し物と
しての偽装結婚式です。なかなか結婚できない
私のためにクラブがやってくださいました。相
手は米山奨学生です。

アフガニスタンからの米山奨学生に関する記事
です。彼はコンピュータの最先端の研究でした
ので、アフガンではその研究が活かされないの
ではと、本人は札幌に残りたいと就職先を探し
ていたのですが、それを聞いて父の会社が採用
したのです。
まだまだお話したいことがあるのですが、時間
となりました。来年 JRIC 総会が札幌でありま
すので、皆さん JRIC に入りましょう。この話
の続きは札幌で。ありがとうございました。
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ゲスト挨拶
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のお言葉に甘えてぜひ入会したいと思っており
ます」（大拍手）

ビジター挨拶

渋谷明広様
仕事は北興液化ガス株式会社をやっています。
昭和 43 年生まれ 44 歳です。家族は小中高同級
生の妻一人と、高校 3 年生の息子、高校 1 年生
の娘、3 歳の息子です。スペシャルオリンピッ
クの県の副会長と市の事務局長を務めています。
娘は来年夏から 1 年間、アップル RC がスポン
サークラブとなってくださったおかげで、ロー
タリーの青少年交換学生として海外で留学でき
ることになりました。まことにありがとうござ
いました。私も、少しでも地域奉仕活動への貢
献になればいいなあと思いロータリーへ参加さ
せていただくことにいたしました」（大拍手）

長尾衣李子様（弘前 RAC）
弘前 RAC 会長を務めています。矢橋さんとは、
私がローターアクトクラブに入会したときの年
次大会で初めてお目にかかりましたが、今も当
時とまったくお変わりなくとてもお若いのでび
っくりいたしました。12 月 1 日に地区 RAC 年
次大会が弘前市かだれ横丁で行われます。私が
実行委員長です。大会テーマは、“Two Moves
- 行動と感動”です。自分たちがまず行動をお
越し、その結果皆様へ感動を感じていただきた
いと思っております。ぜひお越しください。

会長挨拶
長尾さんようこそいらっしゃいました。RAC
年次大会へお出でいただける会員はぜひ参加し
てくださるようにお願いいたします。桜庭さん、
渋谷さん、ようこそお越しくださいました。桜
桜庭美紀子様
弘前市大原で桜庭生花店を営んでおります。女
性会員もたくさんいるからとお声をかけていた
だいて、皆さまとても元気の良い方ばかりで、
月曜日はなかなか毎回出席は無理かなと思いま
したが、できる範囲での出席でいいからと山本
会長さんからおっしゃっていただいたので、そ

庭さんとは 5 年前からの知り合いですが、また
最近、三浦会員と一緒にお会いする機会があり、
桜庭さんも渋谷さんも入会していただけること
で、とても嬉しいです。そんなところにちょう
ど矢橋様にロータリー人生のお話をしていただ
き、本日の例会にぴったりの素晴らしい卓話だ
ったと思います。私たちもたいへん勉強になり
ました。メインバンクが青森銀行ということで、

Weekly Bulletin of Hirosaki Apple Rotary Club

今後もお会いする機会が多々あると思いますの
で、どうぞよろしくお願いいたします。
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犬」150 頭の展覧会で、2 頭とも入賞出来てう
れしかった。次は、日本犬全国大会だ～！頑張
ります！
上田勝会員：福村に、ハマダ海産お歳暮直売所

ニコニコ Box

5,650 円

山本周平会長：矢橋さんようこそアップルＲＣ
へ！卓話楽しみにしております。ロイズ大好き
なのでうれしいです。ありがとうございます。
ジャスミンル－ムで騒いで楽しみましょう！
関場慶博会員：矢橋さん、お待ちいたしており
ました。お話をとっても楽しみにしています。
長尾さん、渋谷さん、桜庭さん、ようこそ！
三浦順子会員：矢橋様ようこそ。ようやくお会
いできました。いつもＦＢで・・・。えりちゃ
ん、渋谷様、桜庭さんようこそ。先日スピ－ド
違反で捕まりました。30ｋｍオ－バ－、免停で
す。トホホ
荒田俊治会員：先日、私の正面に虹が天に向か
って現われました。「Ｉ Like it」の歌を聴いて
いたので、将来が見えた気がしました。
山田順子会員：矢橋様、長尾様ようこそ！由美
ちゃん祝開店！1 週間例会が空くとずいぶん皆
さんに会っていないような気がしてしまいます。
ＡＲＣ中毒でしょうか（笑い）
渡邊潔会員：本校の演劇部が東北大会に行くこ
とになりました。12/22（日）秋田市で行われ
ます。忘年会の次の日ですが、私もかけつけよ
うと思っています。
木村由美会員：昨日 4 日 Fairy 土手町に移転オ
－プン出来ました。皆さま応援ありがとうござ
いました。忙しい女性・子育て中のママに寄り
添い、一日中笑顔でいられるようお手伝いして
いきたいと思います。
宇野純子会員：矢橋さんようこそ！楽しみにし
ていました。我が家の愛犬が、山梨県で「甲斐

が 11/10 にオ－プンします。私が看板のレイア
ウトをしました。お歳暮はハマダの筋子をよろ
しく！
田中裕介会員：矢橋さん、ようこそ弘前アップ
ルＲＣへ！明るく楽しい雰囲気を堪能していっ
て下さいね。えりこちゃんいらっしゃい！アク
ト年次大会楽しみにしています。
岡本薫会員：矢橋様遠く札幌から弘前アップル
ＲＣへようこそ！卓話楽しみにしておりました。
由美ちゃんフェアリ－移転オ－プンおめでとう
ございます。秋も深まり、街なかでも色づく
木々を見かけると心がいやされます。四季のあ
る日本はすばらしい！

出席報告
第 24 回例会（11/5）
出席数 13 名
出席率 52％
修正出席率 100％
【メークアップ報告】
西第二分区 IM （11/3）
山本会長、菊池幹事、宇野会員、岡本会員、三
浦会員、吉澤会員
8 クラブ合同例会 （11/3）
菊池幹事、宇野会員、岡本会員、三浦会員、吉
澤会員
米山奨学会選考委員会 （11/3）
関場会員
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ポールハリス語録
過ぎし時に敬意を表して
2012-13 年度 RI テーマ
たとえ、よりよいことのためでも退けることができない、
といったような聖域がロータリーに一つもないのは幸
いです。現代は、移り変わる世界の実験的時代で
す。価値があり進歩するものはすべて試行錯誤の
積み重ねなのです。
（旅行記、第 3 巻）

奉仕を通じて平和を

It is well that there is nothing in
Rotary so scared that it cannot be
set aside in favor of things better.
This is an experimental age in a
changing world, and all things
which are worthwhile and
progressive are the cumulative
effects of preceding successes and
failures. (Peregrinations, Vol. 3)

■例会・行事予定 ■

RI 会長
田中作次
RI2830 地区ガバナー
松本康子

11 月 12 日（月）
内部卓話：「私の履歴書」
（岡本薫会員）
11 月 19 日（月）
休会（11 月 3 日と振替）
11 月 26 日（月）
内部卓話：「私の履歴書」
（角田睦子会員）

ロータリーは友情の扉です。みんなのために扉
を開け放ちましょう。
（ロータリアン誌、1922 年 7 月号）
Rotary is the door to friendship.
Let us throw it open to every
people. (The Rotarian, July 1922)

12 月 3 日（月）
内部卓話：「私の履歴書」
（菊池勲会員）
理事会（例会終了後）
12 月 10 日（月）
年次総会
12 月 17 日（月）

私の知る限りでは、ロータリーには「できない」
と「できる」との葛藤で、
「できない」が永遠
の勝利を収めたことは一度もありません。広大
なビジョン、崇高な目的は必ず勝利を収めます。
(米国、イリノイ州、シカゴで開かれた 1930 年 RI
国際大会でのメッセージ）
In the battle between the “can’ts”
and “cans” in Rotary, the “can’
ts” have never won a single
permanent victory to my knowledge.
The broad visions, the nobler
purpose have always won.
（Message to 1930 RI Convention,
Chicago, Illinois, USA)

E 例会
12 月 23 日（日）
3 クラブ合同 Xmas 例会
（於：EAT）
12 月 29 日（土）
忘年ロータリー寺子屋

