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2017.07.19（水）  第201回 

ガバナー公式訪問記念例会 

 
 開  会  
 ソング       「奉仕の理想」    
 ４つのテスト   木村  由美  会長  
 ゲスト紹介  
    ・RI第2830地区  ガバナー  
            佐々木  千佳子   様  
     ・RI第2830地区  
       西第２グループガバナー補佐  
             細 川 勝 也   様  

 握手タイム  
 アピールタイム  
 幹事報告  
 委員会報告      
 プログラム    外部卓話  
             RI第2830地区  ガバナー  

                佐々木  千佳子  様  

 閉  会  
 例会終了後、懇親会  
 

・管理運営委員会   （三上  洋一郎委員長）  
 
 １．例会会場の確保と手配  
 ２．会員相互の親睦の提案、実施計画の立案  
 ３．今年度設置する趣味クラブ運営の援助  
 ４．出席記録、MU報告の管理  
 ５．その他各種のイベント、プログラムの協力と支援  
 
 
・アカデミー委員会   （小林  伯裕委員長）  
 
１．例会プログラムを検討し、クラブのニーズに合った卓  
  話や協議会の設定を行う。  
２．例会の記録である週報を作成する。  
３．E例会の在り方や方法の検討・実施、またS NS等をよ  
  り活用したクラブの情報発信を行う。  
４．新入会員のオリエンテーションに必要な情報を検討、  
  また、MY RO TARYやロータリーの友、または他クラ  
  ブの情報などからクラブに必要な情報を収集し、会  
  員に発信する。  
 
 
・奉仕プロジェクト委員会   （八木橋  宣之委員長）  
 
１．地域社会に密着した活動を重点的に行い、他ロータ  
  リークラブや様々な団体と共に連携し奉仕活動を行う。  
２．職業奉仕・社会奉仕・世界社会奉仕、三つの小委員   
  会の意義を再確認し、理解を深めながら、一人でも多  
  くの方が奉仕活動に参加出来るよう実践する。  
３．次世代の方へ奉仕活動への必要性とロータリークラ  
  ブの素晴らしさを理解してもらえるようなプロジェクト  
  の実現。  
 
 
・青少年奉仕委員会   （三浦  順子委員長）  
 
１．インターアクト立  上げ  
２．ローターアクトクラブを始め、もっと活躍する場を求め  
  る青少年のネットワーク作り  
 
 
・ロータリー財団・米山記念奨学金委員会  
                     （田中  裕介委員長）  
 
１．年２回ロータリー財団もしくは米山記念奨学金に関し  
  ての内部卓話をする。  
２．米山奨学生の外部卓話を実施する。  
３．今年度地区補助金事業の開催と次年度地区補助金  
  事業の早期立案。  
４．クラブにて掲げる寄付金額（米山奨学金20,000円/人、  
  ロータリー財団＄1 2 0 /人）をクリアするべく会長・幹事  
  と協力して周知を行う。  
 

クラブ協議会  

 佐々木ガバナー公式訪問記念例会に先立ちクラブ協議会が
開催され、会長方針、各委員長による委員会方針が発表され
ました。 
 
・会長方針   （木村  由美会長）  
 
１．会員増強    
       女性１名   男性１名  
２．長期戦略委員会の設置  
３．趣味クラブ設置  
４．陸前高田RCとの友好クラ  
  ブの締結  

５．寄付目標   ロータリー財団    一人：   120＄  
          米山奨学金      一人：20 .000円  
          ポリオ寄付       一人：     30＄  
 
 

・会員増強委員会   （阿保  悟史委員長）  
  
 無理せず実践し、「人の喜び」が「自分の喜び」に
も成る様な活動をして会員増強に努める。  
 
 
 
 



The Rotary Club of Hirosaki Apple 
2017-2018 No.3 Weekly Bulletin 

 
 

・成田  学  会員  
 
 リンクステーションホール青森にて、8月8日午後
5時半開場、6時半開演で「第256回  フコク生命チャリ
ティコンサート  青森公演」が開催されます。  
 曲目は、ウィーンわが夢の街（ズィーチンスキー）、砂
山（山田耕筰）、君を愛す（ベートーヴェン／グリーグ）、
愛の夢  第三番（リスト）、パパパの二重唱、トルコ行進
曲（モーツァルト）  です。  
 これはチャリティーコンサートですので入場は無料で
す。会場にてチャリティー募金を行っており、青森県身
体障害者福祉協会他、一部を東日本大震災で被災され
た方のために使用させていただきますということです。  
 参加希望がありましたら私の方までお願いします。  
 
 
・田中  裕介  会員  
 
 ドリームプランプレゼンテーションというイベントがあり
まして、僕が実行委員長をやっています。  IMも実行委
員長をやって、これも実行委員長をやってあの時期は
死ぬかと思いました。日程は8月26日（土）です。  
 第1部の講演会の講師は、福島正伸さんといって、
JALが破綻した際に再生のための社員教育のコンサル
ティングで入った有名な方で、企業家を育成しているプ
ロフェッショナルな方です。この福島先生が講演を 1時
間半取って下さって、「地域を幸せにするリーダーの条
件」というタイトルで講演していただきます。ロータリー
の方々も地域のリーダーとしてそれぞれの活動をいろ
んな所で広げられていると思いますので、是非お聞きい
ただくと日々の活動でいろいろ役立つのではと思ってい
ます。  
 第2部はドリームプランプレゼンテーションということで、
今年は6名の青森県民が自分の夢を10分間プレゼン
テーションしていきます。是非お聞きいただいて、こうい
う人がいるんだなというのを知っていただきたいです。  
 お子さんがいらっしゃる方は、是非子供を連れて来て
いただきたいです。世の中にこういう大人がいるんだと
いうことを知ってもらいたいです。大人が楽しくないと子
どもたちが夢を見ないと思います。青森県を夢で溢れる
社会にしたいと思っていますので、そういうツールとして
使っていただければと考えています。  
 入場料は、一般3千円、大学生1千円、高校生以下は
無料です。よろしくお願いします。  
 
 
・木村  由美  会長  
 
 先日、福澤会員が参加された「じょっぱり経済学」です
が、福澤さんの前に私も青森大学にお邪魔して三大美
容のお話と、『ハナミズキのみち』の絵本を朗読して、子
ども達に風化させないでほしいということと、後世に伝
えてほしいというお願いをした講義をして参りました。1
週間ほど前に参加された学生さんからのレポートが届
きまして、読みながら涙が流れそうになるレポートでし
た。  
 当日は被災された4～5人いて、1人だけフラッシュ
バックしましたという子もいましたが、絵本の朗読を聞
いた後に、自分たちが伝え続けていかなければならな
いという言葉が多かったことに感動しました。↙  
  

アピールタイム  ガバナーのお言葉  

 各委員会の報告をいただきましたが、他のクラブとは
委員会の名前も異なったり、内容も異なるので新しいク
ラブとしての新鮮味を感じました。  
 年次計画書の一番上に会員増強委員が来てるところ
を見ると、メインはここだというのがわかりました。先ほ
ど会長・幹事面談でも申し上げましたが、女性会員を
2 0％にしようというのはRIのライズリー会長の方針の一
つです。今、世界で女性会員が1 8％です。今年度2 0％
までに、そして2 0 3 0年までには5 0％にできたらというの
がRIの希望でした。まずは2 8 3 0地区について、現状女
性会員がいるクラブについては2 0％まで持って行って
ほしいとお話しております。弘前アップルRCについては、
あと1人女性会員が増えれば2 0％になります。ぜひ、目
標を達成してほしいと思います。  
 それともう1つ、RI会長から「1人1本、木を植える」とい
う指示があります。そうすると世界で1 2 0万本、2 8 3 0地
区で1 2 0 0本の木が増えることになります。ぜひお願いし
たいと思っています。  
 青少年の事業に関してはやりがいがあります。子ども
達が成長すれば喜びがあります。それを手助けするの
は自分1人では難しいのですが、ロータリーを通じてや
ればできる活動ですので、インターアクトの活動を成功
させていただきたいと思います。  
 奉仕プロジェクトについては、D D F（地区財団活動資
金）を使っての活動に際しまして、どういう使われ方がし
ているのか？地区補助金を使ったクラブがどういう活動
をしているのか？を知らない人が多くいます。そこで今
年度は地区補助金事業が終わったらすぐに、写真と文
を入れてガバナー事務所に連絡いただき、それをガバ
ナー月信に掲載して皆さんにお知らせします。昨年は
2 3クラブが地区補助金を利用しましたが、今年度は2 6
クラブから申請があり、補助金の配分が終わりました。
申請クラブは増えましたが、3年前のロータリー財団の
寄付額が少なかったものですから、昨年よりも補助金額
が減っています。そして来年もまた少し減ります。寄付
額の2 5％が地区補助金として下りてきます。今年度は
各クラブの申請額の8 0％の金額を基準に、これまでの
実績を加味し増減を決めることにしました。また、クラブ
として最低3 0 0＄の寄付をしたクラブが地区補助金を受
給できるということでお願いしたいと思います。  
 私は弘前アップルRCのE例会というものに興味があり
ます。今までとは違って、例会自体も変わってきており
ますので、新しい事にどんどん挑戦してやっていただき
たいと思います。  
 1年間ご協力よろしくお願いします。  

 いつも地区の活動にご協力
いただきましてありがとうござ
います。また先だっては5周
年おめでとうございました。  
 6年目に入って体制が変わ
るのではと期待しております。
何でも5年刻みで考えていくと
素晴らしい活動ができると思
います。新しい弘前アップル
RCの活動に期待したいと思
います。  
 



幹事報告  
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 このような体験をさせていただきまして、お声掛けい
ただいた関場会員には感謝しております。  
 
 
・関場  慶博  会員  
 
 佐々木ガバナーようこそいらっしゃいました。この歳に
なりますと、同じ年齢の方が活躍されていますと大変嬉
しく思います。この1年間ご活躍を祈念いたします。  
 連休中に九州に行ってきました。皆さんご存知のよう
に豪雨災害がありました。この津軽はあまり降らなかっ
たので我々は実感に乏しいのですが、実際に目の当た
りにしますと大変な災害だったという事がよくわかりま
すし、一番心を痛めるのはこの暑い中、特にお年を召
した方や病気の方が体育館などに避難されていること
です。  
 ロータリーとして、もちろん地区としても対応されるの
でしょうが、我々アップルRCとして出来ることから始め
ましょう。例えば、少しでも義援金を送るなり、もし行け
るならば行って話し相手になるだけでも違います。  
 同じ日本人として、お互い困っている時は助け合うこ
とがロータリーの基本だろうと思っています。何かアッ
プルRCで出来ることを皆で考えていきたい、そういう気
持ちです。  

１．7月2 6日（水）の例会はE例会です。  
２．7月2 7日（木）、弘前西RC創立記念家族夜間例会  
      会場  ：  ホテルニューキャッスル  
      時間  ：  1 8：3 0～  
３．7月3 0日（日）、地区ロータリー財団セミナー  
４．8月6日（日）、弘前東RCねぷた例会  
      会場  ：  アートホテル弘前シティ  
      会費  ：  1 ,0 0 0円  （飲み物代はその場にて）  
５．8月1 5日（火）、黒石RCより「黒石よされ祭りご観覧」  
  の案内が来ております。  
６．2018‐2019年度、地区幹事として澁谷会員が選ば  
  れました。  
７．7月の理事会より  
   ・クラブ定款第8条第1節（C）  
     「取消。例会日が一般に認められた祝日を含  
     む国民の祝日に当たる場合、またはその週に  
     一般に認められた祝日を含む国民の祝日が含  
     まれる場合  ～～  理事会は、例会を取りやめ  
     ることができる。」  
    とありますが、当クラブでは従来通り、祝日が例  
    会日に重なった場合のみ休会することに決まり  
    ました。  
 

委員会報告  

・ロータリー財団・米山奨学会委員会  
 
 ご報告遅れましたが、地区補助金の支給額が決定し
ました。8 7 3＄ですので、1 1 2円のレートで計算しますと
9 7 ,7 7 6円となります。今年度は、田中訓会員の施設の
お子さんがお作りになった陶芸教室の作品を展示して、
市民の皆さんに見ていただくサポートをしていきたいと
思っておりますので皆さんもご協力お願いします。↗  

 地区補助金は、我々ロータリアンの寄付で成り立って
おりますので、我々が寄付をしないと地区補助金を受
けることが出来なくなってしまいます。今年1年間でRIに
寄付したものが3年後の地区補助金として活用できると
いう仕組みになっています。  
 私の方でも財団セミナーに出席させていただきますの
で、どういう仕組みでお金が回っていて、何に使われて
いるのかを皆さんにお伝えしていきたいと思います。引
き続き寄付をしていただくようお願いします。  
 
 
・アカデミー委員会  
 
 アカデミー委員会で週報を担当しています。週報を作
成する中で一番大変なのは、例会内で話していること
の文字起こしです。例会内容の記録替わりに動画を撮
影しています。  
 その動画を基に、部分部分の文字起こしを分担して
お願いしたいと思っていますので、頼まれた際にはご
協力お願い致します。  

 今月のお誕生日の方をお祝いします。今月は、三上
洋一郎会員、福澤稔会員、福士博之会員、田中訓会員、
田村元気会員です。  
 今回のバースデープレゼントは、阿保会員のお店「け
や木」の1 ,0 0 0円商品券です。  

お誕生日の方から一言  
 
・福澤  稔  会員  
 6 0一歩手前になりました。月日が経つのは早い
もので、来年も多分早いのかなと思っていました。
ありがとうございます。  
 
・田中  訓  会員  
 今の今まで忘れていました。今年で5 5になりま
す。戦国時代ならもうなくなっていると思うんです
けど、頑張りたいと思いますのでよろしくお願いし
ます。  
 
 
 HAPPY 
  
   BIRTHDAY 
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プログラム  

・外部卓話  RI第2830地区  ガバナー  
               佐々木  千佳子  様  
 
 お疲れ様でございます。まず、例会に参加させていた
だいて、すごく楽しい例会だと感じました。今まで自分
のクラブも含めて、やっていることがつまらなく感じてき
ました。うちのクラブも少し変えなければという気持ちに
なりました。新しいクラブ、若いクラブというのはこうな
んだということが本当に感じられました。ありがとうござ
います。勉強させていただきました。  
 会員満足度調査というのは、私の公式訪問でどこの
クラブでも皆に書いていただいている物です。チェック
して頂いて私の方に戻していただければと思います。5
分ほど書く時間を取ります。  
 私はこの場にガバナーとして出席させていただいてい
るのですが、本当にアップルRCに訪問するのを楽しみ
にしておりました。関場先生には尊敬の思いがあります。  
 実は私はロータリー国際大会に参加できず本当に残
念だったのですが、その場で、ロータリー財団100周年
の記念のところで、世界の壇上で関場先生が紹介され
たということを聞きました。本当に素晴らしい方がいらっ
しゃるアップルRCということで、こういう形で訪問できる
ことを嬉しく思います。そしてまた、三浦さんのこのパ
ワーをいただくために来たようなものです。元気をいた
だいて帰りたいと思います。  
 ロータリーって良いなと、最近本当にそう思うようにな
りました。今まで何となくまだモヤモヤしていた自分が
あったのですが、ガバナーエレクトになっていろいろな
所に参加するようになり、それ以前でも2年続けてガバ
ナー補佐を務めたことでロータリーを知っていろいろな
活動をするようになり、ロータリーというが楽しくなって
はまってしまったということが、今の私に繋がっておりま
す。  
 うちの十和田RCでもいろいろと問題がありまして、そ
れをクリアしながらやっているのですが、十和田地区で
は58年目で初めてのガバナー輩出ということで、誰も
地区の運営に関してわかる者がいません。私だけが2
年連続でガバナー補佐をやったことで、何となしに地区
のことがわかっているという状態でガバナーを引き受け
てしまったものですから、大変なドタバタがありましてで
すね。後手後手に回ってしまい、いろいろなところで皆
さんには本当にご迷惑をおかけしたと思います。これか
ら挽回して、何とか1年務めていきたいと思いますので、
ご協力をよろしくお願いします。↗  

 先ほどのクラブ協議会でも申しましたが、RIのライズ
リー会長が絶対にやってほしいと仰っているのが、女
性会員を2 0％まで引き上げるということと、1人1本木を
植えるということでございました。女性会員2 0％までは
地区全体としては無理なのかもしれませんが、極力そ
れに見合うように行動だけは起こそうと思っております。
アップルRCは女性会員を1名入れていただき、また、そ
れだけでなく男性の会員も増やしていただきたいと思い
ます。  私も女性という立場でこの場おりますので、何
とか女性会員を増やしてほしいと思っております。  
 私のスタンスは「現状を楽しく」ということで、私の会
社もそれで回っています。嫌だと思った時も、楽しいと
思えるように何とかしようという方向で仕事の方もして
いましたので、それが職業奉仕になっているのかなと
思っていました。  
 ガバナーを引き受ける時に、悩んで悩んで返事も延
ばし延ばし、それで断ってという繰り返しだったのです
が、小山内パストガバナーが十和田においでになって、
うちの息子2人を呼び出して、息子2人を並べて説得さ
れました。息子1人は賛成で、もう1人は反対という状態
でしたが、誰もいない、切羽詰まっているということでお
引き受けするようになりました。  
 私なんかがこのような役割をと思っていましたが、そ
れでも後押ししてくれる方がいらっしゃって、いろんなパ
ストガバナー達にお声掛けいただいて、地区の関係の
方々にも大丈夫という声をいただいて、図に乗るのが
私なんですよ。それで図に乗ってこういうことになって、
今は楽しくやれるという感じです。  
 とにかく、楽しくなければ何をやっても続かないという
のが信条ですので、楽しいことをやっていこう、私らしく
今を楽しんでやっていこうと思っておりますので、よろし
くご協力お願い致します。  
 地区大会に関しては、1 0月7日、8日なのですが、RI
会長代理がまだ決まっておりませんので、プログラム
等が遅れております。決まり次第ご案内を出しますの
で、是非ご参加お願い致します。  是非、十和田の夜を
楽しみに来ていただければと思います。  
 記念講演は、日本建築士連合会会長の三井所先生
を予定しており、「目の環境保全」というテーマです。建
設関係の方達には楽しみなお話かもしれません。  
 十和田は十和田湖以外にもいいところがたくさんあり
ますので、楽しみにご参加ください。  
 
 

・RI第2830地区 
    西第２グループガバナー補佐  
                  細川  勝也  様  

 こんばんは。弘前RC所属、
今年度西第2グループガバ
ナー補佐をさせていただきま
す細川勝也でございます。よ
ろしくお願い致します。  
 地区大会にはグループを
あげてたくさん参加して、十
和田の夜を楽しみましょうと
ガバナーも仰っています。  
 十和田で買い物もどんどん
しようと思って、1時間時間  

があったものですから、商店街へ行きました。布団屋さ
んで快眠枕だということでそれを買って、今度はシーツ
がとっても良いんだということでシーツも買い、↙  
 



そして今度はベッドへ寝てくれというということでベッド
も良いねとなりベッドも買いました。たくさん十和田経済
に貢献致しましょう。  
 そういうことで、また懇親会の方も楽しませていただき
ます。よろしくお願い致します。  
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 佐々木ガバナーより今年度テーマのバナーを頂戴しました。 
ありがとうございます。 

例   会   風   景  



     ニコニコBOX 
 

・佐々木ガバナーたくさんのニコニコを頂戴し
ありがとうございます。  
 
・木村  由美会長：会長となり、緊張マックスで
すが、佐々木ガバナーが女性で安心感ができ
ました。一年間よろしくお願い致します。  
 
・関場  慶博会員：佐々木ガバナー、素晴らし
いガバナー年度になりますことを心より祈念い
たしております。細川ガバナー補佐、ようこそ。
がんばって下さい。  
 
・三浦  順子会員：佐々木ガバナー、細川ガバ
ナー補佐、ようこそアップルへ。  
佐々木ガバナー、つもる話、懇親会でいっぱ
いお話したいです。  
 
・小林  伯裕会員：佐々木ガバナー、細川ガバ
ナー補佐、本日はよろしくお願い致します。  
 
・福澤  稔   会員：佐々木千佳子ガバナー、細
川勝也ガバナー補佐ようこそ弘前アップル
ロータリークラブへ。例会・懇親会を楽しんで
戴ければと思います。  
 
・阿保  悟史会員：佐々木ガバナー、細川ガバ
ナー補佐、公式訪問お疲れさまです。一年間、
よろしくお願いします。  
 
・田中  訓   会員：毎日、暑い日が続いていま
すね。これから夏休みがはじまり、毎日海へ出
かけて来ます。うらやましいと思われますが、
毎日きついのが本音です。  
 
・櫻庭美紀子会員：久しぶりの例会で、皆さん
の元気な顔が見れて嬉しいです。  
 
・成田  学   会員：弘前アップルロータリーク
ラブにようこそ。今年の夏はあついです。夏バ
テに気をつけよう。  
 
・宇野  純子会員：ガバナー訪問ありがとうご
ざいます。みんなに会えてうれしいです。  
 
・弘前ＲＣ  細川勝也ガバナー補佐：佐々木千
佳子ガバナー公式訪問例会に同行致しました。
弘前アップルロータリークラブをあげて歓迎致
しましょう。  

今回の出席報告      第200回例会（7/12）の出席報告 
 ◆出席者           ◆出席者 
   会長・幹事面談    2名     例会      10名 
   協議会        10名     協議会   10名 
   例会        10名     理事会   10名   計30名 
   懇親会          10名       修正出席率       96.77％ 
 
会員数 ： 31名 （出席義務 ： 31名 ・ 出席免除 ： 0名） 

ROTARY豆知識   四つのテスト ② 
 

四つのテスト／THE 4-WAY TEST 
 
言行はこれに照らしてから 
   Of the things we think, say or do 
1.真実か どうか 
   Is it the TRUTH? 
2.みんなに公平か 
   Is it FAIR to all concerned?  
3.好意と友情を深めるか 
   Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIPS? 
4.みんなのためになるか どうか 
   Will it be BENEFICIAL to all concerned? 
 
  
 ハーバート J．テーラーは、シカゴに本拠をおく
ジュエル・ティー株式会社の代表役員でしたが、
1 9 3 2年にクラブ・アルミニウム製品株式会社を
破産の危機から救ってほしいと要請され、クラ
ブ・アルミニウム社に移り、この会社を再生させ
る決心をしたのです。  
 大不況の中で、低迷している会社を再生させる
には、会社の中に、同業者にはない何かを育成
しなければなりません。テーラーはその何かに社
員の人格と信頼性と奉仕の心を選んだのです。  
 そして、その育成の指針として会社の全従業員
が使えるような倫理上の尺度として作られたの
が四つのテストです。  
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