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2012-13 年度 RI テーマ  

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 3 日（月） 

休 会（6 日のガバナー公

式訪問例会と振替です） 

9 月 6 日（木） 

ガバナー公式訪問例会 

17：00 会長幹事面談 

18：00 クラブ協議会 

19：00 例会 

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 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） 

 

 

「私の履歴書」 
秋元隆会員卓話 

 

1978 年生まれの 34 歳です。

金木町の出身です。幼稚園、

小学校、中学校とそこにいま

して、五所川原第一高校へ入

学しました。小学校の時は、

スキーと野球に熱中し、スキ

ーでは県内で一番になりまし

た。なんでも器用にこなすタ

イプでして、ある程度までは

いくのですが、そこから伸び

きれない。それが今でも続い

ています。（笑） 小学校で

は野球で県大会 2 位までいき、

中学校 3 年の時は郡の大会で

優勝し、県大会では弘前 3 中

に負けてしまいましたが、そ

の大会で 2 塁打をうちまし

た。しかし牽制球でアウト

になりました。（笑） 中

学校 1 年生のとき、高熱を

だしまして、それが 2 週間

たっても下がらず、弘大附

属病院に入院しました。膠

原病と診断されましたが、

いまだにその原因が不明と

いうことです。案外と身体

が弱いのです、見た目どお

り。高校に入ってからはサ

ッカー部へ入りましたが、

高校から始めてそんなにう

まくなるはずもなく、高校

時代の思い出はあまりあり

弘前アップル RC 週報 
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ません。それから東京商科学

院専門学校へ行きスポーツイ

ンストラクターを目指しまし

た。帰ってきて弘前市の

Wing スポーツクラブへ入社

しましたが、なんとなく嫌で

すぐやめて、実家でファッシ

ョンあきもとをやっていたの

で、親から入社を勧められ、

1 年間衣料を勉強しました。

その後、焼肉五苑を始めまし

たが、始めたその年に狂牛病

騒動がおきて売り上げが半分

に落ちました。それからどう

したらお客さんに来てもらえ

るかなと考えることができた

ので、かえって良かったと思

いました。その後、売り上げ

が伸びてきた頃にまた狂牛病

がきてしまい、それからまた

売り上げが伸びだしたころに、

また東日本大震災がやってき

ました。商売をしていて右肩

上がりといものを味わったこ

とがない。専門学校へ入った

ときもバブルの終わりころで、

バブルというものを味わった

ことがありません。バブルを

味わってみたかったという思

いもありますが、世間がバブ

ルになってそれにのっかって

いくよりも、自分の力でバブ

ルのような業績にしていけれ

ばいいなあと思っています。

私生活ですが、平成 16 年に

結婚し、翌年に第一子誕生。

この年に焼肉五苑藤崎店を始

め、翌年に焼肉五苑青森筒井

店をオープンし、平成 18 年

2 月にあきもとから独立し、

弘前市土手町にホルモン家も

つべえをやり、共同経営で青

森市に居酒屋ケンを始めまし

たが、無理だったのですぐ閉

めました。その後、麺房十兵

衛を準備もなく始めてしまい

ましたが、当初はかなりの赤

字でしたが、二年目からは軌

道にのってきました。そして

藤崎町に麺房十兵衛 2 号店を

オープンしました。自分は、

ある程度うまく行っては失敗

し、その後順調にいってはま

た失敗して、というのを繰り

返していますが、失敗して元

のレベルに戻ってしまうので

はなく、少しずつステップア

ップしていっていけているの

かなと思っています。  
 これからの目標ですが、44
歳までには 10 店舗までには

増やしたいと思っています。

最初から働いてもらっている

従業員へ少しでもいい思いを

させられるからです。だから

そのために頑張りたい。そし

て最後には嫁と二人で農業を

やりたいと思っています。嫁

の実家が農家なのですが、農

業の魅力は、やればやるだけ

作物もなってくれるし、時間

的に少しはゆとりをもって生

きていけるような気がします。 
 ロータリーへは山本会長の

勧めるままにはいってしまい

ましが、これから少しずつ勉

強して、皆さまのお役にたて

ればなあと思っています。 

会長挨拶 

森田様、本日はようこそお越

しいただきました。ボス、丞

一君の誕生おめでとうござい

ます。北川さんはお母様のこ

とでたいへんな状況のようで

すので、皆で FB の方でお声

掛けをしていただき、次の例

会へ出てきやすいようにして

いただけたらと思っています。

カルチャーロード実行委員会

へ出られなくて申し訳思って

います。実は、その時大館に

いまして、首から下が麻痺し

た方で絵を描く佐々木ひでお

さんという方がいらっしゃい

まして、この人の絵を皆様に

お伝えしたいということで、

出席されていました皆さまか

ら熱く語られてとても抜けら

れなくなってしまいました。

カルチャーロードの方は坂本

実行委員長を中心に一生懸命

やっていただいて本当にあり

がとうございます。先週の E
例会では、皆さまのご協力あ

りがとうございました。実は

準備万端でいたのですが、直

前にパソコンがフリーズして

しまい、皆さまにご迷惑をお

かけしてしまいました。秋元

会員の卓話にもありましたが、

トライして落ちて、そんな 1
年になるのかなと。これから

森田様を歓迎する BBQ ジャ

スミンルームでまた語り合い

たいと思います。 

幹事報告     
■ 8 月 24 日、西第二分区

会長幹事会へ山本会長と二人

で出席しました。青少年交換

学生受け入れのための協力金

（会員一人 3,000 円）を引き

続き行うことになりました。   



 Weekly Bulletin of Hirosaki Apple Rotary Club                   No. 6, 2012-2013 

 

■ 9 月 1 日カルチャーロー

ド実行委員会が行われますの

で、お時間のある方はどなた

でもご参加ください。会場は、

ia ネットワーク三浦会員の事

務所です。         

■ 9 月 3 日は、6 日のガバ

ナー公式訪問例会の振替で休

会となります。9 月 6 日は、

17 時から会長・幹事面談、

18 時からクラブ協議会、19
時から公式訪問例会となりま

す。           

■西宮甲子園ロータリークラ

ブから森田道太郎様がいらっ

しゃっています。今日の例会

終了後、森田様歓迎の BBQ
がありますので皆さまどうぞ

ご参加ください。 

ビジター挨拶   

西宮甲子園 RC 森田道太郎様 

 

本日まいりましたのは、関場

先生に当地区 2680 地区国際

奉仕セミナーの講師としてお

出でいただくことになりまし

たのでそのご挨拶と、会員全

員がチャーターメンバーのフ

レッシュなアップルクラブに

出席してみたいとのことでや

ってまいりました。それと弘

前と少しご縁がございまして、

40 年前に木造町に私が設計

しました田植え機を納入いた

しまして、そのとき弘前の桜

を観ましたが、その印象がと

ても強烈で、もう一度訪れて

みたかった。また宮沢賢治が

大好きでずっと東北にあこが

れていました。そして、オラ

ホのラジオ体操というのがあ

りますが、とても楽しいもの

で家内と一緒に毎日やってお

ります。そんなことで例会に

おじゃまさせていただきまし

た。 

ニコニコ Box 
10,550 円 

森田道太郎様：甲子園球場の

すぐ近くで例会をしている西

宮甲子園ロータリ－クラブの

森田です。関場先生に地区の

国際奉仕セミナ－で講演をい

ただくことになるご縁を頂戴

したので、メーキャップに参

りました。鮮度抜群のクラブ

ライフを楽しませていただき

ます。   

山本周平会長：森田さん熱闘

甲子園の地西宮よりはるばる

この弘前へようこそおいで頂

きありがとうございます！是

非弘前アップルの「熱」をお

持ち帰り頂ければと思います。

Ｅ例会、皆様ありがとうござ

いました。  

関場慶博会員：国際ロ－タリ

－第 2680 地区国際奉仕委員

長森田様、ようこそ、弘前ア

ップルクラブへ。大歓迎いた

します。  

三浦順子会員：森田様、よう

こそ暑い暑い西宮から暑い弘

前へ。 

荒田俊治会員：毎日暑くて、

夏が長いので少し楽しい。 

秋元隆会員：卓話プラスジャ

スミンル－ムの事で頭が一杯

でした。 

渡邊潔会員：すでに 3 人進路

が決まりました。 

坂本大輔会員：休みたいと思

っていたら、脱水症状にて昨

日・今日ダウン・・・。テレ

ビ三昧で一応休めました 

板澤雅人会員：先日の大雨で

八幡町の路地は川のようにな

りましたが、勤務先は問題あ

りませんでした。皆様のとこ

ろは大丈夫でしたでしょう

か？ 

上田勝会員：大曲の花火大会

サイコーでした！ 

山田順子会員：先日のカラオ

ケ大会で、友人の作ったＣＭ

に使った曲を歌いました。そ

の日も我が家に帰ったら 15
年以上音信不通だったその友

人からＦＢの友人リクエスト

があってビックリ！9 月に会

うことになりました。とって

も不思議ちなみに歌は「君た

ちキウイパパイヤマンゴーだ

ね」です。 

岡本薫会員：森田様ようこ

そ！！アップルロータリーク

ラブへ。残暑きびしいですが、

フェイスブックで皆さんから
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元気いただいています。秋元

さんの卓話とＢＢＱ楽しみに

しています。 

吉田淑子会員：最近ボスのと

ころをはじめ、周りにおめで

たいニュースが多くてうれし

い。でも、今日はジャスミン

ルーム行けなくて悲しい。 

木村由美会員：秋元さん楽し

みにしてきました！！今日も

十兵衛行ってきましたよ～。

美味しいです＆スタッフの元

気さには勉強になります。 

宇野純子会員：今日は、森田

さんにお会いできてうれしい

です。ジャスミンル－ムでた

くさん語るのを楽しみにして

まーす！ 

出席報告 

会員数 25 名 出席数 16 名 

出席率 64％       

MU           

8/22 おいらせ RC 例会(三浦

会員)          

8/24 八戸東 RC 例会（三浦会

員）          

8/24 西第二分区８クラブ会

長幹事会（山本会長、菊池幹

事）          

8/25 第２回カルチャーロー

ド実行委員会（坂本、菊池 

木村、斉藤、渡邉、三浦の各

会員）         

8/26 国際ロータリー青少年

交換委員会総会（関場会員）  

8/27 修正出席率 100％ 

ビジター：2680 地区（兵庫

県）国際奉仕委員長 森田道

太郎様（西宮甲子園 RC） 

ボスからじいじへ、ベ

ビーシャワー

 

関場会員に初孫（丞一君）が

誕生し、会員からたくさんの

プレゼントが贈られました。

「皆さまにベビーシャワーを

していただき、たくさんの孫

への贈り物をいただいて、よ

うやくじいじになったのだと

う実感がわいてきました。皆

さま、そして言い出しっぺの

三浦順子会員、どうもありが

とうございました」（関場会

員） 

 

森田さんを迎えるジャ

スミンルーム BBQ 

例会後、ジャスミンルーム

（三浦順子会員宅ロータリー

ルーム）で、本日メークアッ

プしてくださった遠来の友、

森田道太郎 2680 地区国際奉

仕委員長を歓迎するバーベキ

ューパーティーが行われまし

た。 

 

森田さんを中心に楽しいロー

タリーの輪が拡がりました。 

 

    
ロータリーを知ろう

出席 Attendance           
出席の要件は標準 RC 定款に

規定されています。クラブの

指導者は、クラブ会員と会員

候補者に対し、規則正しい出

席の価値と意義を強調するよ

う奨励されています。例会へ

出席することは会員の義務で

あり権利です。年間を通して

少なくとも 50％の出席率が

求められています。クラブの

全活動に各会員が積極的に参

加することが、クラブを活性

化する鍵です。ホームクラブ

での出席数に問題を抱えてい

る会員は、都合の良い日時に

例会を開いているクラブへメ

ークアップすることが奨励さ

れています。ロータリアンは

世界のどのクラブの例会にも

出席できる権利を有している

のです。 
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