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内部卓話『私の履歴書』 

三上靖雄会員 

 

私は今年で４９歳になります。結構

歳とってます(笑)家族は父、母、姉、私 

の４人家族でした。父は病気で７、８

年前に他界しましたので、今は、母と

妻と４人の子どもと暮らしおります。 

私は見ての通り背も小さいです。小

学校のころから小さくて、中学生時代

はマスコットのような存在で女の子に

かわいがられました。それで女の子が

好きになったというわけではないので

すが・・・(笑)でもおかげでいい中学校

生活を送れました。高校は義塾でした。

しかし、高校入学当時、身長が１４５

ｃｍしかなかったんです。それで、制

服は全部特注で、ネクタイが床につく
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くらいでした。そんな感じでしたので、

１年生の時、帰りに友達を玄関前で待

っていたら、３年生がきて、私をお姫

様抱っこしてプレハブまで連れていか

れました。そこにはラグビー部の先輩

たちがいて、「おめ、背ちっちぇはん

で、うちらのマスコットさなれ。なに

もしなくていいはんで。」とまたマス

コットにされました(笑)私も怖かったの

で、「わかりました。いさせていただ

きます」と２か月ちょっとラグビー部

に所属していました。そこで、先輩方

と走ったり色々なことをしました。そ

して、なぜか３年生の教室に呼ばれて、

２日くらい３年生の授業を受けてまし

た。その時、先生は気付いているのに

何も言わないんです。目で訴えたんで

すが、それだけ先生方も３年生の先輩

方を恐れていたのだと思います(笑)ただ、

その時自分のクラスは欠席になってい

たのかどうなのか、いまだに不明です。 

同学年の中では、使いっ走りにされて

いて、一時期本気で学校をやめようと

考えたこともありました。しかし、そ

こで３年生の先輩方が、「なんで使っ

てるんだ！？」と言ってくれたことで、

パタッとなくなりました。でも、そこ

でいい気になるとまた目をつけられる

ので、それからは比較的静かにしてま

した(笑)そんなわけで３年生の先輩方の

おかげで楽しい高校生活を送ることが

でき、感謝してます。 

でもそもそも、当初は入れるかどう

かはわからなかったんです。うちの父

はとても厳格な人で、私立にはいかせ

ないと言っていました。公立ダメだっ

たら夜間に行って働けというくらいで

した。しかし、当時公立に行けるほど

の頭がなかったのでどうしようかなと

悩んでいたら、おばあちゃんが、私が

お金出すから私立にいれさせろという

ことで入れました。結局うちの父が全

部出してくれたのですが・・・。 

さらに、ほしいものは自分で買いな

さいという父でした。テレビ、ステレ

オ、そして自動車の免許も。友達はみ

んな親に出してもらっていたので、さ

てどうしたらいいものかと思い、バイ

トを始めました。結果４０万くらいた

めて、免許は自分で取り、ほしいもの

は全部自分で買いました。それが今で

はいい経験です。 

高校卒業後、大学にはいく気がなか

ったですが、就職活動もせずにいると、

父親に「これからどうするつもりだ？」

と聞かれ、今でいうニートをするつも

りだというと、絶対ダメだ！というこ

とで、「仕事決めてきたからそこで５

年働け！」ということで、その時から

弘前市の矢川写真館で働くことになり

ました。  

家が写真館だったにも関わらず、自分

で写真をやる気はなかったのです。継

がなければならないという思いはどこ

かにはあったと思うのですが、丸っき

り写真に興味がなくて、カメラも持っ

たこともなく、ノウハウも全然ないま

ま行ってこいと言われても全然ピンと

こない感じでした。しかし、弘前から

出たくなかったこともあり、父の敷い

たレールの上に渋々のっかり矢川さん

で修業しました。 

当初５年間ということで修業していた

のですが、うちの写真館が忙しくなっ
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たこともあり、３年半くらいで退職し、

家業を継ぐことになりました。 

しかし、戻ってきても、まだ自分の中

で写真が面白くなく、やりたくないと

いう気持ちが強かったので、夜の仕事

を１年半くらいやっていました。そこ

で、お姉さんたちと楽しく仕事してい

ました(笑)でも、３０歳過ぎたころ、そ

ろそろ本格的にやらなきゃいけないと

いう気持ちになりました。当時は写真

の専門学校に行ってるわけでもなかっ

たので、知識とか用語がわからないま

まだったので、今となっては最初から

しっかり勉強しておけばよかったと後

悔してます。 

３０過ぎて結婚できないままでいく

のかと思っていたこともありましたが、

運よく、今の妻と知り合って無事に結

婚することができ、それはよかったの

ですが、そうこうしているうちに父が

癌になりました。医者は最初はちゃん

と治療したら治るような話もしていた

のですが、看護師であった姉は父を見

てもう１年ももたないと思ったみたい

でした。そして、癌とわかってから１

年持たないで亡くなりました。私は、

医者のことばを信じて呑気に構えてい

たので、急に亡くなりとてもあわてま

した。うちの父が亡くなった次の日、

修学旅行の仕事が入っていまして、２

泊３日で函館に行ったのですが、本当

になにもわからないままだったので、

どうしたらいいのかとても不安でした。 

でも、うちの家内がしっかりしている

ので、そこに救われています。みんな

も「いい奥さんもらったね。」と言わ

れ、会う人会う人みんなに言われるも

んですから、どれだけ私はできないの

かなと(笑)今でも言われます。でも、私

でも本当にできたかみさんだと思いま

す。普段面と向かってありがとうとい

うこともないですが、気持ちの中では

いつも感謝してます。 

そして、３年半くらい前ロータリー

への誘いを受けて、お邪魔させていた

だきました。すごくいいと思ったので

すが、１年ちょっと保留にしていまし

た。というのは、私が入っていいもの

なのかどうかと、一年中修学旅行や学

校関係の撮影で本当に年中忙しくて参

加できるのかどうかが不安だったから

です。それから齊藤さんが２、３回う

ちに来てくださって誘ってくれた時に、

こういう状態なんですが、というお話

をすると、「私も忙しくていけない時

もあるので、顔出せるときに出てきて

みんなと交流すればいいんだよ」と何

回も言われ、それであればということ

で昨年入会させていただきました。 

本当にめったにこれないので、みなさ

んにはご迷惑おかけしていますが、な

るべく顔出せるときには出席して協力

したいと思っています。これからも皆

さんのお力をお借りしながらロータリ

ー活動を頑張らせていただきますので、

これからも宜しくお願い致します。 

ありがとうございました。 

 

ちなみに、写真屋さんの年に１５回ほ

どの修学旅行の旅費などは、全部自費

のようで、タダで行っているわけでは
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ないようです・・・ 

驚きました！！ 

青少年交換留学生 

Ｒｙｎｅ君スピーチ 

こんばんは。３月は本当に楽しかった

です。尾上総合高校の卒業式に出席し

ました。３年生になりました。あと、

三浦さんと一緒に東京へ行きました。

そこにいる間、六本木ヒルズとディズ

ニーランドに行きました。六本木で美

術展をみました。ディズニーランドで

カリブとビッグサンダーマウンテンと

ホーンテッドマンションに乗りました。

パレードもみました。あと、友達と一

緒に原宿と渋谷でショッピングしまし

た。その後、桜庭さんと一緒に鳴子温

泉に行きました。僕の家族の友達は鳴

子温泉に住んでいるから温泉に入って

帰りました。ちょっと熱かったけど、

あずましかったです。鳴子でこけしを

作った。少しへたくそだったけど、楽

しかったです。 

 

米山記念奨学生：宋春蓮

（ソウ・シュンレン）さんを

アップルロータリーへお迎え

しました♪ 

みなさんこんばんは。私は弘前大学農

学生命科学研究科修士２年生の宋春蓮

と申します。２６歳です。一昨年の９

月２５日に中国から日本に参りました。

私の故郷は吉林省で、東北の方にあっ

て少し寒いです。ロシアと北朝鮮と接

している場所で、外国人が一緒に住ん

でいる場所です。緯度は大体弘前市と

同じくらいで、寒いですが雪はあまり

ふっていないです。この度弘前アップ

ルロータリークラブで奨学生になって

本当に幸運だと思っています。皆さま

と会うことができて本当にうれしいで

す。日本に来たのは、１年半過ぎたの

ですが、まだ日本の習慣や文化はわか

らないので、半年ですが、このあとの

交流を勉強したいと思います。よろし

くお願いします。 
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米山奨学生カウンセラー 

田中裕介会員へ委嘱状が渡されました。 

 

ニコニコ報告 

 【山本周平会員】 

宋春蓮さん、ようこそ弘前アップルロ

ータリーへ！遅刻してまいお話お聞き

できず残念でした。今度ゆっくり聞か

せてくださいね！ 

【木村由美会員】 

宋春蓮さん、ようこそアップルロータ

リーへ(^^)。一年間沢山の事を学び思い

っきり楽しんでくださいね‼ 

【岡本薫会員】 

宋春蓮さん、ようこそ ARC へ。三上さ

んの卓話楽しみです。 

【角田睦子会員】 

今日からアップルファミリーに仲間入

りの春蓮ちゃんをどうぞよろしく～、

カウンセラーがんばります。 

【吉澤葉子会員】 

三上さんいろいろな体験で今の三上さ

んが培われた¡?のですね。楽しいお話

ありがとうございました。宋さんアッ

プル RC へようこそ！宜しくお願いし

ます。 

【坂本大輔幹事】 

宋さん、ようこそアップルロータリー

クラブへ！！ 

【板澤雅人会員】 

４月となりあらゆる意味で新年度です

ね。色々と法改正もあり、あっという

間の１週間でした。 

【宇野純子会員】 

春ちゃんようこそ！ラインも楽しく遊

べて良かったね。私は山梨県に３泊４

日と行ってきました。たくさんの出会

いがあり楽しかったが移動時間が疲れ

た・・・。ワンちゃんの展覧会で山梨

に行ってきました。三上さんの卓話楽

しみに帰ってきました。 

【澁谷明広会員】 

久しぶりの例会です。やっと仕事が落

ち着きましたのでこれからは参加でき

ると思います。 

 

出席報告 

第 75 回例会            

出席者数 16 名          



 Weekly Bulletin of Hirosaki Apple Rotary Club                 No. 49, 2013-2014 

 

 

出席率 55％           

修正出席率 69％ 

 

【メークアップ】          

４月６日 

米山奨学生カウンセラーオリエンテー

ション 

角田会員、田中会員 

弘前東ＲＣ 

４月２日 

角田会員、三浦会員 

 

 

 

 

                               

■例会予定                

4 月 14 日（月）外部卓話： 

       株式会社ＩＴＢ 伊藤正彦様 

4 月 21 日（月）Ｅ例会 

4 月 29 日（火・祝）お花見移動例会 

■地区内外行事                                 

5 月 11 日（日）地区協議会 

10 月 3～4 日（金・土）地区大会（弘前） 


