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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 ■ 

11 月 3 日（土）     

西第二分区 IM ＆ 8 クラブ

合同例会（大鰐） 

11 月 5 日（月） 

外部卓話：「ロータリーと

私」（仮題） 

（札幌東 RC 会員矢橋潤一

郎様） 

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） 

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） 

E 例会 

12 月 23 日（日） 

3 クラブ合同 Xmas 例会 

12 月 29 日（土） 

忘年ロータリー寺子屋 

 

 

 

 

内部卓話「私の履歴書」 
上田 勝 会員 

 
 1964 年 8 月 22 日生まれ、

獅子座、辰年の 48 歳です。

父は昔ながらの大工で母は今

現在も鍛治町でスナックほほ

えみをやっていまして、もう

34～5 年になります。十和田

から嫁をもらいまして、両親

と一緒に暮らしています。子

どもはいません。何度か不妊

治療も試みましたが、女性が

たいへんなので、二人で仲良

く楽しく暮らせればいいじゃ

ない、といことで今にいたり

ます。大学を出てから、実は

卒業していないのですが、こ

の辺のことはあとで話します

が、東京へ出て広告代理店

の営業を 5～6 年やりまし

た。営業が面白くなったと

きに経理に回されまして、

それがどうも馴染めなくて、

結局地元へ帰ってきました。

父の工務店に勤めながら 2
級建築士の資格をとりまし

た。私は工業高校を出てい

ないので建築士の資格試験

を受けるには実務経験が必

要なのですが、1 級建築士

の推薦を受けると試験が受

けられるということで、知

り合いの方のお願いして推

薦してもらい試験を受け、

弘前アップル RC 週報 
会長：山本周平 幹事：菊池 勲 2012/10/05 第 23 回例会 
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資格を取りました。住宅の確

認申請を上げる仕事をしてい

ましたが、構造設計をごまか

した姉歯事件がありまして、

それ以来業界が非常に厳しく

なりまして、また請負も少な

くなったこともあり工務店を

やめました。その後大東建託

へ入ったのですが、6 か月も

過ぎて契約がとれないとゴク

ツブシ扱いをされるものです

から、1 年間ほど頑張ったの

ですが、そこをやめて生命保

険の営業をやりました。エジ

ソン生命という今はない保険

会社ですが。その後、下田敦

子先生からお誘いを受けて私

設秘書になりまして、1 年間

青森県内を車で走り回りまし

て参議院選挙を経験しました。

残念ながら下田先生は落ちる

ことになりましたが。その後、

某生命保険会社に入りましが、

なかなか保険のセールスも行

き先がなくなると終わり的な

ところがありまして、あまり

熱心にやらなかったもですか

ら終わりになりまして、現在

は小山田建設の営業で働かせ

ていただいています。久しぶ

りに建築関係の仕事へ戻って

きましたので我が家に帰って

きたような気持になって、小

さな修繕から何からあちこち

に行ってやって、忙しいので

すが楽しく仕事をしています。

ロータリークラブに入ること

になったのも、せきばクリニ

ックを建てさせていだいたの

が小山田建設で、関場先生の

自宅の雪下ろしを頼まれて、

それがきっかけで関場先生の

奥様からロータリーへ推薦さ

れたといことを聞きました。

関場先生に誘われた時に、な

んといってもお客様なのです

ぐ断るわけにもいかなかった。

ロータリークラブというのは

もっと敷居が高いというイメ

ージがあったのですけども、

実際に入ってみるととても落

ち着く場所で、社長や重役ク

ラスがそろっている世界では

ないのですが、だからこそや

れることがあるんだなあと最

近は思っています。 

実は小さい時、同年代の子

どもと一緒に遊んだという記

憶が余りなくて、近所のおじ

いちゃんおばあちゃんと話を

するのが好きで、ある日おば

あちゃんから「何で子どもた

ちといっしょに遊ばないの？」

と聞かれて、「何を話してい

いのかわからないんだ」と答

えたことがありました。当時

はスーパーカーブームで、友

だちはみんなスーパーカーだ、

車だと話しているんですが、

私はまったく興味が無くて、

内向的で閉じこもりの子ども

でした。今もその傾向は変わ

りなくて、ほうっとおくと引

きこもりになる可能性が高い

のです。小学校 6 年の時、ベ

ルマーク委員会の活動を突然

初めまして、その活動をした

らとても楽しかったんですね。

それが初めての社会奉仕の経

験だったわけです。 

中学校へ入り、別なことを

やろうと思い応援団に入りま

した。当時、応援団は人気が

なかったが手をあげてやりま

した。最終的には応援団長を

やるんですが、人生の中で一

番もてたのがこの時期でした。

いつも女子学生から交換日記

をしてくれだとか、手紙がた

くさんきました。応援団の他

に民芸クラブというところに

入り、登山囃子、ねぷた囃子

などをやり、百石町のお祭り

のときに出てお金を貰ったり

の面白い経験をしました。  

  
 南高校では、これまでやっ

たことがなかったことをやり

たいという気持ちで、弓道部

へ入りました。高校 2 年の時

は、90 射打って 87 や 88 は

当たっていました。そして全

国大会まで出場しました。た

だ弓の張りを大会直前に強め

に変えたため惨敗でした。生

徒会も所属して、副執行委員

長をしていました。そして、

大学へいくのですが、8 年間

いったのですが結局卒業しま

せんでした。大学では何をや

っていたかというと、体育会

と大学祭をやっていました。

授業には出ませんでしたが毎

日大学にいたことはいたんで

すよ。（笑）体育会執行部事

務所が構内のプレハブにあっ

て、毎日そこに寝泊まりして

いました。先輩で 8 年間、体

育会の役員をしていた方がい

て、たぶん渡邊先生と同期の

方だと思うのですが、その方

が体育会の会長をやって、そ

の後、私が会長をやりました。
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その方は 8 年間も弘大にいた

ので、弘大でその方を知らな

いともぐりだと言われていま

したが、私も 8 年間いたので、

ある人から弘大でお前を知ら

ない奴はもぐりだと言われま

した。桶屋町に Twenty とい

うバーボンを置く店があって、

バーボンとスペアリブが美味

しい店ということで結構人気

がありましたが、そこへ高校

時代から通っていました。

（爆笑）大学時代雇われマス

ターをして、ひと月 50 万円

稼いだ時もありましたが、後

輩と全部飲んでしまっていま

した。それから東京へ出て就

職となっていくわけです。 

結構政治的な繋がりがあり

まして、国政選挙に出る予定

のいろんな候補とつき合いが

あるものですから、誰を手伝

っていいのか悩んでいます。

なぜ政治の世界に関わるよう

になったかですが、東京から

帰った時、合同個人演説会が

県議会選挙のときありまして、

それを手伝ったのがきっかけ

でした。その時ファシリテー

ターをしていた方が中橋勇一

さんという方で、政策マーケ

ッティングを数年間にわたっ

てやりました。数字に現しに

くい生活の満足感、幸福感を

定点観測的に 3～5 年間にわ

たりアンケートをとり数値に

して変動をわかるようにしよ

うとしたものです。その方の

もとでいろいろ政策的なこと

を勉強させてもらい、公開討

論会個人演説会という選挙の

告示の後に行う討論会をいく

つかやっていました。ある衆

議院選挙の時、青年会議所が

できないというので、菊池勲

さんを実行委員長にしたてあ

げてむりやりやってもらった

こともありました。最近、や

らないことの理由に忙しいか

らと言うようになってきたの

ですが、関場先生を見ている

と、藤崎町の町長選挙の際に

公開討論会を行い、忙しい中

でもやらなくてはいけないこ

とはしっかりやってらっしゃ

るので、忙しいことを言い訳

にしないで、やらなくてはい

けないことはやらなければい

けないなと思っています。こ

の国は国民主権の国なのだか

ら国民が一番偉いんで、政治

家や政党は道具でしかないと

いうのが基本的なスタンスで

す。ただ国民の方が道具の使

い方を知らないのではないか

と思うのです。国民の一人だ

というスタンスも忘れないで、

いろんな政策的な提言をして

いきたいと思っています。ロ

ータリーでは政治活動はご法

度だと思っていますが、政治

は生活の延長なので、それを

切り分ける風潮はおかしいと

思います。 

とにかくこのクラブは何か

ができるクラブだと思ってい

ます。みんなの気持ちが何か

をやりたいとまとまっている

ので、私も奉仕の世界を堪能

したいと思っていますので、

どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

会長挨拶  

          
 今日はいろんな方にお越し

いただきありがとうございま

した。会員お一人お一人の卓

話を聞くたびに居心地がよく

なるのですが、上田さんの卓

話を聞いてますますその感を

強くしました。会長エレクト

の荒田さん、幹事エレクトの

坂本さん、心地よくお引き受

けいただきありがとうござい

ました。私は会長としてもう

終わったような気がしていま

す。（まだまだ、会員増強が

あるぞ！との声がかかる）先

日、地区大会に参加しました

が、鈴木雅博 RI 会長代理の

お話で、ロータリーに入った

からには何かをしなくては、

何か奉仕活動をしなくてはで

はなく、質の良い奉仕の思想

を向上させていくことが大事

なのだ、ということが私の心

に響きました。私たちのクラ

ブも、チャーターナイトから

始まり、カルチャーロードな

ど様々な活動をしてきました

が、あまり焦ることなく、お

互いに顔を合わせながら、や

れることをできることを模索

しながらいきたいと思います。 
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ビジター挨拶  

讃岐武 様（帯広 RC）           
   帯広からやってきました。

地区の米山の仕事を 7 年ほど

いたしています。37 前にイ

ンターアクト、そして青少年

交換学生としてアメリカへ行

きました。祖父からの 3 代目

のロータリアンです。    

渡辺喜代美 様（帯広 RC）  
  帯広ロータリークラブ 78 周

年を迎えました。歴史と伝統

のある帯広クラブです、とい

つもいうように言われていま

す。会員数は 100 名ほどいま

す。女性会員に門戸が開かれ

たときに、女性会員の第 1 号

として入会させていただきま

した。米山のカウンセラーを

してそのまま地区の米山の委

員、委員長を務めました。

2500 地区は広いので奨学生

を見たことがないクラブがた

くさんあり、そのため地区内

を回りました。その運転手を

讃岐さんがしてくださいまし

た。次年度からクラブの会長

を務めますので、どうぞ帯広

にメークアップにお越しくだ

さい。           

♥讃岐様と渡辺様からは、珍

らしい品種のじゃがいもやお

菓子など、たくさんのお土産

を頂戴いたしました。本当に

ありがとうございました。 

小山内幹浩様（大鰐 RC） 

 
  IM と 8 クラブ合同例会にお

誘いに来ました。場所は青森

ロイヤルホテルです。ゴルフ

コンペも行います。17 時か

ら合同例会、17 時 30 分から

IM で、特別講演「バスケッ

トボールから学んだリーダー

シップ論（元プロバスケット

ボールプレーヤー佐古賢一氏）

があります。19 時 30 分から

懇親会です。たくさんの方の

お越しをお待ちいたしており

ます。 

        

幹事報告        
■当クラブがスポンサーの青

少年交換派遣候補学生の渋谷

菜佳さんが地区の試験に合格

しました。         

■11 月 3 日（土）西第 2 分

区 IM＆8 クラブ合同例会が

大鰐の青森ロイヤルホテルで

開催されます。      

■ローターアクト年次大会が

12 月 1 日に弘前市かだれ横

丁で開催されます。    

■11 月 18 日、東京米山 E ク

ラブのチャーターナイトがホ

テルニューオータニで行われ

ます。特別代表は当クラブの

チャーターナイトにお越しい

ただきました関博子様です。

参加希望者は三浦順子会員ま

で。           

■先日の理事会で、会長エレ

クトとして荒田会員、幹事エ

レクトとして坂本会員を満場

一致で選出したところ、両名

とも快くお引き受けいただき

ました。         

■今後の日程に変更がござい

ますので週報あるいは FB で

ご確認ください。     

■10 月 19 日、西第二分区会

長幹事会が行われ、来訪交換

留学生をサポートするための

支援金は、プールする上限の

金額を 80 万円とすることと

なりました。 

          

ニコニコ Box 
14,800 円 

讃岐武様（帯広 RC）：関場

先生に当地区（2500）の米山

セミナ－の講師をお願いし、

そのお礼を兼ねて本日、メ－

クアップに参上しました。北

海道は、青森のすぐ隣です。

皆さんも是非一度遊びにお越

し下さい。 

小山内幹浩様（大鰐 RC）：

初めておじゃまします。大鰐

Rotary club ＩＭ主催で皆様

の多数の御参加のお願いに来

ました。 
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藤田智彦様（弘前西 RC）：

今日はよろしくお願いします。 

山本周平会長：久しぶりに皆

さんのお顔を拝見できてうれ

しいです！地区大会で元気を

もらい、後半戦頑張ります。 

関場慶博会員：讃岐さん、渡

辺さん、ようこそ弘前アップ

ルクラブへ、熱烈歓迎です。

大鰐ＲＣの小山内さん、弘前

西ＲＣ藤田さんお待ちしてお

りました。三上さんようこそ

入会をお待ちしています。   

三浦順子会員：讃岐様、渡辺

様、遠いところようこそ！お

みやげたくさんありがとうご

ざいました。幹浩さんＩＭ行

きますよ～！ 

荒田俊治会員：毎日岩木山が

美しい姿を私達の前に現わし

ていて、弘前に住んでいてラ

ッキ－だと思います。 

吉澤葉子会員：なんだか久し

ぶりの例会のような気がしま

す。皆さんに会えてニコニ

コ！讃岐様、渡辺様遠い所よ

うこそおいで下さいました。

上田さんの卓話楽しみにして

来ました。 

岡本薫会員：遠い帯広より讃

岐様、渡辺様、ようこそ弘前

アップルＲＣへ。今日はたく

さんのお客様ようこそ！上田

さんの卓話楽しみにしていま

す。今日は、ダイアナ弘前の

満 20 周年記念日です！これ

からもがんばって行きます。 

坂本大輔会員：うちの保育園

で、2～3 年保留にしていた

新プロジェクト。“すその英

語教室”を来年 1 月より始め

ることになりました。英語の

先生は、あのボス（関場先生）

の娘さんです。 

木村由美会員：今日は、お客

さまと岩木山の近くに食事に

行ってきました。最高のお天

気で岩木山の紅葉がすばらし

くエネルギ－を感じてきまし

た。 

宇野純子会員：讃岐様、渡辺

様ようこそ！おみやげたくさ

んありがとうございます。小

山内さん、藤田さん、三上さ

んいらっしゃい！やっとＨＰ

が出来ました。フェイスブッ

クにもワンちゃんを載せてい

ますので見てね！   

板澤雅人会員：讃岐さん、渡

辺さん遠方よりお越し頂きあ

りがとうございます。上田さ

んの卓話も楽しみにしてまい

りました。 

角田睦子会員：遅ればせなが

ら、先日三浦さんの新事務所

に参りました。疲れた身体と

心を癒して下さりありがとう

ございました。次は、布団持

参！ 

吉田淑子会員：讃岐様、渡辺

様、ようこそおいでください

ました。みなさんのお顔を久

しぶりの例会で見られてうれ

しいです。 

田中裕介会員：讃岐さん、渡

辺さん、小山内さんようこそ

アップルロ－タリ－クラブ

へ！！若さと明るさあふれる

雰囲気を是非楽しんで下さい

ね。 

 

出席報告 

★22 回例会     

10/13.14 地区大会振替  

地区大会 出席 14（延べ人

数） 56％        

修正出席率 92％     

＊ＭＵ         

9/30 十和田八甲ＲＣ創立１

０周年記念式典・祝賀会 ３

名（関場、山本、三浦）

10/12 理事会 5 名（関場、

山本、菊池、荒田、竹浪）

10/7 青少年交換派遣学生面

接試験 １名（三浦） 

★23 回例会 (10/22 )   

１７名 68％       

修正出席率 76％     

＊ＭＵ 

10/19 西第二分区８クラブ

会長幹事会 １名（菊池） 

10/20 2680 地区国際奉仕セ

ミナー１名（関場） 
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「もしもロータリーク

ラブへ入らなかったら

…？」 
 

親愛なるクラブ会長・クラブ

幹事の皆様、 

 いよいよ、21世紀への扉を

開く輝かしいロータリー年度、

2000－2001年度が始まりま

した。皆様は、このテークオ

フの日に備えて、十分な準備

を進めてこられた事と存じま

す。    

 皆様は、ご自身のロータリ

ーライフにおいて、もしロー

タリークラブへ入らなかった

ら出会えなかったであろう、

大切な友人を得ているに違い

ありません。もしロータリー

クラブへ入らなかったら経験

し得なかったであろう、感動

的な多くの出来事を体験して

いるに違いありません。 

 もし、ロータリークラブに

入らなかったら、という事を、

私は想像することだに出来ま

せん。私も、素晴らしい生涯

の友人を得る事が出来ました

し、他の人々に奉仕させて頂

くことの喜びを、経験するこ

とが出来ました。日本と外国

の素敵な若者たちとの出会い

がありました。海外のロータ

リアンとの友情を育むことが 

出来ました。当地区の25年に

わたる世界社会奉仕のおかげ

で、ネパールの瞳輝く子ども

たちに会うことが出来ました。

世界の最高峰、エベレスト山

を目の当たりに見ることが出

来ました。 

 そして今、私は地区ガバナ

ーとしての働きが与えられ、

皆様はクラブ会長・クラブ幹

事の働きが与えられておりま

す。私たちは、これからの1

年間、ますますロータリーか

らたくさんの恵みが与えられ

事でしょう。 

有り難く、そして何と素晴ら

しいことではありま 

せんか！ 

 週1回の例会では、ロータ

リーの友人に会って楽しい話

ができます。例会での友との

語らいの中で心が癒され、明

日へのエネルギーが培かわれ、

そして職業奉仕に役立つヒン

トが得られるのです。そうか、

世界にはこんな奉仕をしてい

るロータリアンもいるんだと

知り、私たちの心に新たなる

奉仕への情熱が育まれます。

例会に出席しないことは、せ

っかくの宝物を自ら捨ててし

まうようなものです。もった

いないですよね。 

 私たちのロータリークラブ

です。私たちのクラブのため

に、何をすることができるか

を考え、そして行動をするこ

とが、クラブ奉仕です。私た

ちのクラブをより楽しくする

ために、より強くするために、

私たちの意識を喚起しましょ

う。そして、行動をしましょ

う。 

 私たちのクラブが活き活き

していれば、ますます私たち

の職業倫理を高めるための情

熱が湧いてきます。私たちの

地域への思いも強まり、何か

自分に出来ることがあるので

は無いだろうか？と、考えだ

します。そうです、私たちに

できる事が、いや、私たちで

なければできない事が、ある

のです。 

 さあ、皆様！いっしょにロ

ータリーライフをエンジョイ

しましょう！友達になりまし

ょう！私たちのクラブで、地

域社会で、私たちの世界で意

識を喚起しー進んで行動を起

こしましょう！世界のロータ

リアン―私たちの仲間―と共

に。 

 

 

☆関場慶博が地区ガバナーを

務めたときのガバナー月信の

文章です。ページが余った時

にときどき掲載させていただ

きますので、ご笑読いただけ

れば幸甚です。 
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