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保阪嘉内らと同人誌『アザリア』創刊。
短歌などを発表（1917）

保阪嘉内と岩手山に登る（1917）

花巻に帰省する際、見送りにきた
河本義行に「私の命もあと十五年
はありません」と語る（1918）

心象スケッチ ～賢治月ごよみ～①
めがね橋を渡るSL銀河（銀河鉄道の夜）

Vol.1

銀河鉄道の夜を連想させる詩「薤
露青（かいろせい）」に日付が付さ
れている（1924）
上野の帝国図書館で保阪嘉内と
面会、決裂し以後は疎遠になる
（1921）

銀河鉄道の夜を連想させる詩「薤
露青（かいろせい）」に日付が付さ
れている（1924）

盛岡高等農林学校の同級生が、
北上川で溺死する（1915）

上野の帝国図書館で保阪嘉内と
面会、決裂し以後は疎遠になる
（1921）

この頃、詩人の草野心平の同人
誌『銅鑼』に参加。作品を発表
（1925）

「児童文学」の創刊号で「北守将軍
と三人兄弟の医者」を発表（1931）
「児童文学」の創刊号で「北守将軍
と三人兄弟の医者」を発表（1931）

農学校生徒の就職依頼で樺太へ
の旅行に出発。（1923）
農学校生徒の就職依頼で樺太へ
の旅行に出発。（1923）

賢治の月ごよみ

月信
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賢治の代表作である「銀河鉄道の夜」。主人公のジョバンニは賢治自身とされ、友人のカムパネルラの
モデルは、盛岡高等農林学校（現在の岩手大学農学部）の後輩である、保阪嘉内と言われています。
寮で同室になった保阪と親しくなった賢治は、7月、ともに岩手山を登山し「真理の道、無上道、理
想の国を目指そう」と誓いあった「銀河の誓い」が物語の原体験となったと言われています。しかし
二人はやがて 4年後の同じ 7月に、宗教観の違いから、袂を分かっています。
季節は夏であるものの、何月かは特定されていない本作ですが、共通したモチーフの詩「薤露青（か
いろせい）」に記された日付「7月 17日」から、この作品の「7月説」が強く裏付けられています。
そんな賢治と保阪の誓いを乗せた銀河鉄道をモデルとした、「SL 銀河」が、夏の間、花巻〜釜石間を運
行します。それは東日本大震災の復興のシンボルとしても、力強くイーハトーブの大地を駆け抜けます。

岩手・花巻が生んだ、童話作家・詩人の
宮沢賢治。その作風を育んだイーハトー
ブの四季折々の風景を、賢治の月毎の出
来事とともに紹介します。 心 象 ス ケ ッ チ 〜 賢治 月ごよみ 〜

表紙デザインについて
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　第2520地区 2230名のロータリアンの皆様、
7月より 1年間ガバナーを務める花巻南ロータ
リークラブの伊藤智仁です。どうぞよろしくお
願いします。
　1月にサンディエゴでの国際協議会を終え、
2月 16 日の地区チーム研修セミナーは開催で
きましたが、COVID-19 の影響でその後の会合
が全て中止になりました。新年度の活動の準備
で最も大事な時期にも関わらず、皆様と直接会
話を交えることも出来ず、スタートから苦労の
連続です。しかし、たまたまこの時期に当たっ
ただけで、私でなくとも誰かがこの状況に直面
していたのです。勿論、私一人だけではなく世
界 500名を超えるガバナーがともに課せられた
共通の試練です。ハンディと思わず、出来るこ
とを精一杯駆使しながら対応する所存です。
　既に、地区の「PETS」と「地区研修・協議会」
はネット配信で対応しております。緊急に対応
したビデオは私のみのステージとなりました
が、RI 会長のテーマメッセージを踏まえた地区
戦略とガバナーとしての思いを込めました。本
来であれば地区組織を担うメンバーからも皆様
に伝えたい事があったと思いますが、私なりに
触れましたのでご覧いただきたいと存じます。
また、COVID-19 は、IT ツールに不慣れな方で
も利用できるきっかけと理解し共に行動します
のでよろしくお願いします。
　1月のサンディエゴで行われた国際協議会で

は、本年度 RI 会長となるホルガー・クナーク
氏より講義を受けて参りました。昨今、世界中
のクラブが会員減少に直面しております。会員
増強には長年取り組んでいますが、この現象は
止まりません。一方で自分の存在意義を求める
ようなボランティア活動は、日々世界中で行わ
れています。ロータリーの取り組みは人を育て
る支援なので、人助け中心のボランティアとは
少々意味合いは異なります。社会に役立ちた
い思いで行動する人が増えているのも事実で
す。そのような人達に声を掛け同じ志であるな
らば仲間になってもらおうということです。勿
論、これまでも同様の考えがありました。しか
しながら改めて上手くいかなかったことを振り
返り、反省を込めて障壁を取り除く提言でした。
因みに上手くいかなかった原因は、新しい人々
へロータリーの活動を魅力的に語る術が身につ
いていない、特定の仲間を寄せ付けない、抜け
出せないなどで、国際ロータリー自身が改善に
取り組んでいるところです。昨今続いている
My…ROTRY の活用、女性会員の獲得、例会や職
業分類の在り方の変更など、これまでのロータ
リーの進め方と比べて違和感を持つメンバーも
いると思いますが、こうしたところを改善しな
い限り、様々な奉仕団体が雨後の筍のように誕
生する時代では存在が埋もれてしまいます。
　国際ロータリーが生まれ変わろうとしている
事例のひとつとして、RLI の習得について述べ

ロータリーは機会の扉を開く

国際ロータリー第2520地区
2020-2021年度……ガバナー

伊 藤  智 仁

7 月

撮影／高橋弘喜
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ます。肯定や否定では無く習得しようとする背
景のことです。昨今のロータリーの会合は必ず
RLI 方式を取り入れて行われています。「多く
の考えの中には、それぞれの場面で必ず最適な
答えがあるはずです。地位の高さや声の大きさ
に惑わされてはいけません。しかも、限られた
時間でスムーズに解決を図らなければなりませ
ん」。RLI は、これを可能とするツールです。こ
の取り組みによってリーダーとしてのスキルを
身に着けながら課題解決もするわけです。たぶ
ん、国際ロータリーも直面していた悩みだった
と思いますし、クラブにおいても同様の傾向に
あるだろうと案じての取り組みであろうと思い
ます。
　更に、国際協議会ではローターアクトをはじ
めとした多くの活動事例の紹介がありました。
地区ホームページに掲載されているRI会長メッ
セージをご覧ください。クナーク会長は、昨今
問われるインパクトについて、「ロータリーの
魅力を誇り高く語るには、まず自分達の活動を
理解していなければ不可能であり、出来ていな
いのであれば出来るように努めよう。その活動
の中身は自身のクラブであったほうが良い」と
しております。しかし、改めて仕切り直したの
では先の話になるので、「とりあえず事実とし
て共通認識している『ゴール間近のポリオ根絶』
を紹介の題材として語りましょう。そして、ポ
リオ根絶もあともう少しと頑張ると同時に自身
のクラブ活動を磨いてください」、といった内
容に感じました。
　2020-2021 年度のテーマは「ロータリーは
機会の扉を開く」です。扉を開くは言葉どおり
「同じ志を持つものは大歓迎します」です。た
だし、これまでのような男女・若者・ベテラン
などの思考や慣習の違いが入会の妨げとなるこ
とがあってはなりません。ということで、既に
承知のように制度上足枷となっていた例会開催
条件や職業の分類制限など、最近は緩和を図っ

ています。しからば、どうすればいいのかとい
うことで、ローターアクト・衛星クラブ・Eク
ラブ・パスポートクラブ・法人クラブ・活動分
野に基づくクラブ・学友中心のクラブなどの提
案をしております。ここでもまた旧来の考えで
は、新クラブがどれに該当するか論じたくなる
ところです。しかし RI が唱えているのは、中
核的価値観（奉仕・親睦・多様性・高潔性・リー
ダーシップ）を備え、少なくとも月 2回の例会
と RI 年会費（ローターアクトは除く）を払い、
RI に記録されればクラブ投票権を与えるとして
います。
　これまでの拘りから離れる覚悟は必要です
が、新しい条件として何をなすべきか明示され
ています。その上で大切なことは決まりを熟知
することではなく、公共イメージを高められる
よう各クラブの活動を磨くことです。
　ロータリーの補助金は、同じプログラム（事
業）は継続して申し込みできません。それは様々
な活動をもって対応すべきと考えるからです。
しかし、クラブが継続活動をしていけないので
はありません。どの事業も始めはチャレンジで
すから不安を抱えるでしょう。そこで最初に限
り資金面の支援をするので挑戦して欲しいので
す。継続出来れば大成功です。その継続は、自
ら行っても他の組織に委ねても構いません。そ
もそも、資金を注入し続けなければ遣り繰り出
来ない活動は、民間が取り組むテーマではあり
ません。つまり、活動の呼び水役を担うクラブ
もあれば、価値ある活動を自ら継続するクラブ
もあるのです。
　次に「機会」です。使用する単語はオポチュ
ニティー（Opportunity）です。これは目指し
たり与えられる機会です。「あなたには大学に
入って○○について勉強する機会を与えます」
というものです。一般に思い浮かべる機会は「宝
くじを当てた」のように偶然に遭遇したチャン
ス（Chance) です。テーマにオポチュニティー

を使用したということは、四つのテスト（真実
かどうか、みんなに公平か、好意と友情を深め
るか、皆のためになるかどうか）や中核的価値
観を見据えたゴールが扉の向こう側にあるとい
うことです。
　誰を仲間として、どこをどのようにして目指
すかが「ロータリーは機会の扉を開く」に込め
られていると感じました。

　2020-2021 年度、地区では各クラブ活動を
ロータリーが掲げる重点分野に重ね、足並みの
揃った公共イメージアップが出来るよう努めま

しょう。今回の COVID-19 により、さまざまな
場面でインターネットの活用を求められていま
すが、こうした IT の活用についても、電話や
テレビを利用するような感覚で取り組みたいと
計画しております。「新たなことを始めるので
はなく、今在る資源を活用しもっと価値あるも
のへ変貌させる」。RI クナーク会長の思いとと
もに取り組んでまいります。クラブ会長様はじ
め地区チームメンバーの協力を得ながら新たな
気づきを生む年として取り組んでまいります。
地区ロータリアンの皆様におかれましてもご協
力をよろしくお願いいたします。

「1.はじめに」

「2.自己紹介・私のロータリー感」

「3.国際協議会（サンディエゴ）の報告」

「4.クラブ会長にお願いしたいこと」

「5.奉仕系委員会にお願いしたいこと」

「6.専門系委員会にお願いしたいこと」

「7.ガバナー補佐にお願いしたいこと」

「8.終わりに」

0：19
5：01

26：53
38：30
43：25
47：31
52：58
56：06

職業分類… 道路舗装
出身地… 岩手県花巻市
生年月日… 1958 年 3月 10日
最終学歴… 日本大学…生産工学部…卒業
会社… 株式会社…伊藤組　代表取締役社長
入会… 2001 年 7月 1日
ロータリー歴… 2014-15 年度　クラブ会長
… 2017-18 年度　ガバナー補佐
… ポールハリスフェロー

伊　藤　智　仁

花巻南ロータリークラブ所属

N o r i h i t o … … I t o

ガバナープロフィール

↓以下の時間をクリックすると該当のコンテンツまでスキップします。

「2020 年地区研修・協議会」動画の目次「会長エレクト研修セミナー」及び「地区研
修・協議会」のガバナーのメッセージ動画は、
下記 QR コードからご覧いただけます。

2020 年
会長エレクト研修セミナー

2020 年 
地区研修 · 協議会
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　本年度ガバナーエレクトに指名されました仙台南
ロータリークラブの鈴木俊一でございます。
　先ずは、今回の新型コロナ禍によりまして、お亡
くなりになられた方々へ、ご冥福をお祈り申し上げ
ます。ご自身が病魔と戦っておられます患者の方々
へ、一日も早いご回復を心から願っております。医
療関連のお仕事に携わっておられる方々は、どうぞ
ご自愛くださいませ。
　3月から 6月のロータリークラブの各行事は中止、
又は極端な縮小を余儀なくされました。コロナの影
響がこの先どのように我々の日常生活を制限してい
くのか。今後はコロナとのかかわり方を避けて通れ
ません。
　前例のない相手との戦いの中で我々のロータリー
活動は、どうあるべきなのか？
　ロータリー活動の原点『クラブ奉仕』『職業奉仕』
『社会奉仕』『国際奉仕』『青少年奉仕』各奉仕活動の
在り方をどうすべきか？　　　　　　
　新しい年度を迎え、ホルガ―・クナークＲＩ会長
は「ロータリーは機会の扉を開く」とテーマを掲げ
られました。ロータリアンがリーダーシップを強化
する機会をつくり、奉仕の理念を行動へと移し、支
援を必要とする人々の生活を向上する活動を行うよ
う喚起なされております。私は、行動が答えを導い
てくれると考えます。
　我々国際ロータリー第 2520 地区のメンバーは伊
藤智仁ガバナーとともに、山積された課題の解決の
ために、扉を開いて様々な行動を起こそうではあり
ませんか。
　私は、これから一年、ロータリーに関する諸会合、
研究会など出来得る限り出席し、あらためてロータ
リーを勉強して参りますが、皆様と一緒に行動する
ことを優先したいと考えております。
　当地区の良い伝統を守りながら、さらなる発展の
ため努力する所存でございます。皆様方の一層のご
支援とご協力をここにお願い申し上げ、挨拶と致し
ます。

　いよいよ伊藤ガバナー年度がスタートしました。
　本当に大変な時期にガバナーに就任されたと思い
ます。
　私の年度も後半からは新型コロナウイルスの感染
拡大のため、研修や行事、例会すらも実施が難しい
状況になりました。マローニー会長のテーマ「ロー
タリーは世界をつなぐ」を掲げながら早めに公式訪
問を実施し、クラブや地区の課題を洗い出したもの
の、年度内にやり遂げられなかった課題が多々あり
ます。もっと皆さんと話をする機会を設けたかった
というのが正直なところです。
　しかし、伊藤ガバナーには行動力があります。アッ
センブリーでホルガー・クナーク会長のメッセージ
をしっかりと受け止めてこられました。新型コロナ
ウイルスの影響で様々な研修・セミナーが中止とな
りましたが、地区内での研修や協議会をネットを使っ
ての動画配信などの方法で実施され、ガバナー年度
に向けて準備を進めてこられました。この行動力と
実行力に大いに期待したいと思います。
　伊藤ガバナーにお願いしたいのは、ぜひ新しいロー
タリー像を作ってほしいということです。若い人た
ちや女性を巻き込んでほしいと思います。彼らには
色々なアイデアと行動力があります。2520 地区は
特に高齢化が進む地域です。昨年度は高齢化のため
運営が難しくなり、残念ながら存続が難しくなった
クラブがありました。私はロータリーの良さの中で
も「奉仕活動」「友情と人脈づくり」を評価していま
すが、ロータリーを持続可能にし、活き活きとした
楽しいロータリー活動を可能にするのは若い人たち
のニーズや視点だと考えています。今回のコロナ禍
において各自治体のリーダーシップと行動力が注目
されました。アイデアを実行に移すスピードと行動
力が評価されました。困難な時期だからこそ挑戦で
きる良い機会なのかもしれません。
　私も直前ガバナーとして協力は惜しまないつもり
です。
　ウィズコロナの時代、新しいロータリー活動を楽
しみにしています。

ガバナーエレクトご挨拶伊藤ガバナー年度によせて

国際ロータリー第2520地区
2020-2021年度
ガバナーエレクト

国際ロータリー第2520地区
2019-2020年度
ガバナー

鈴 木  俊 一鈴 木  　 賢

国際ロータリー 2020-2021 年度テーマ

ロータリーは機会の扉を開く
2020-21 年度 国際ロータリー会長 プロフィール

ホルガー・クナーク
Herzogtum…Lauenburg-Mölln ロータリークラブ所属
ドイツ

　1992 年にロータリー入会。ロータリーの財務長、理事、モデレーター、各種委員会の委員や委員長、
規定審議会代表議員、ゾーンコーディネーター、研修リーダー地区ガバナー、2019 年ハンブルグ国
際大会ホスト組織委員会の共同委員長を歴任。現在は恒久基金／大口寄付アドバイザーを務める。

　不動産業を営む「Knaack…KG」の CEO。125 年続く家族事業の「Knaack…Enterprises」の元パートナー
兼ゼネラルマネジャー。

　地域社会では、ラッツェブルク市市民財団の創設メンバーであり、Gut…Grambek ゴルフクラブの会
長を務めた経験をもつ。カール・アダム財団の会長で創設者。

　スザンヌ夫人とともにメジャードナー、遺贈友の会会員としてロータリー財団を支援。

※ホルガー・クナーク会長のメッセージは「ロータリーの友」7 月号をご覧ください。
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分
区 クラブ名 会長 幹事

例　会 ロータリークラブ事務所

例会曜日 会場 〒 住所 TEL FAX

第
一
分
区

1 久慈 齋藤　豊 西村　進一 木曜日 久慈グランドホテル 028-
0056

久慈市中町 2 丁目 5-6　
やませ土風館　風の館 2 Ｆ 0194-52-4884 0194-66-7026

2 二戸 内沢　真申 藤本　清子 火曜日 二戸ロイヤルパレス㈱ 028-
6101 二戸市福岡字長嶺３５ 080-2833-8510 0195-23-2321

3 種市 髙屋敷　勉 岩本　明佳 木曜日 なかの食堂 028-
7901

九戸郡洋野町種市 13-41-25　
㈱岩本電機内 0194-65-3930 0194-65-3899

4 盛岡 米内　正 大平　騰一 金曜日 パルクアベニューカワトク
７階　ロイヤルホール

020-
0024 盛岡市菜園 1-10-1 019-653-5682 019-653-5622

5 盛岡北 鈴木　裕子 山地　信行 水曜日 ホテルメトロポリタン盛岡
NW11 階「ギャラクシー」

020-
0878 盛岡市肴町 4-20　永卯ビル２F 019-623-6626 019-623-3664

6 盛岡西 徳田　一夫 芳賀　聡 木曜日 アートホテル盛岡 020-
0044 盛岡市城西町 13-63-105 019-654-2790 019-613-2743

7 盛岡南 佐々木　和彦 三塚　訓男 火曜日 盛岡グランドホテル 020-
8501

盛岡市愛宕下 1-10　
盛岡グランドホテル内 019-601-7251 019-601-7252

8 盛岡東 瀧川　誠 工藤　光機 月曜日 盛岡グランドホテル 020-
8501

盛岡市愛宕下 1-10　
盛岡グランドホテル内 019-601-5390 019-601-5391

9 盛岡中央 内村　和男 南郷　成民 火曜日 ホテルエース盛岡 020-
0863 盛岡市南仙北 2-25-1　　 019-636-3400 019-636-3400

10 盛岡西北 村上　貢一 東　透 水曜日 ホテルメトロポリタン盛岡
本館

020-
0002 盛岡市桜台 2-14-12 019-667-2215 019-667-2215

11 盛岡
滝ノ沢 守屋　和彦 佐藤　晴紀 木曜日 心と体のバランス塾  田むら 020-

0114
盛岡市高松二丁目 2-48　
㈱ファボール内 019-664-0069 019-663-4371

第
二
分
区

12 花巻 阿部　一郎 藤田　勝敏 火曜日 ホテル花城 025-
0075

花巻市花城町 10-27　
花巻商工会議所内 0198-41-1133 0198-41-1133

13 花巻南 似内　裕司 髙橋　誠 木曜日 ホテル花城 025-
0075

花巻市花城町 10-27　
花巻商工会議所内 0198-41-1133 0198-41-1133

14 花巻北 瀬川　賢孝 佐藤　淑憲 水曜日 花巻温泉ホテル紅葉館内 7 Ｆ
フォレストテラス

025-
0304

花巻市湯本 1-125　
花巻温泉ホテル紅葉館内 0198-37-2190 0198-27-3081

15 北上 阿部　眞希男 藤村　秀一 火曜日 ホテルシティプラザ北上３F 024-
0032

北上市川岸 1-14-1　
ホテルシティプラザ北上　５F 0197-61-0771 0197-61-0772

16 北上西 草野　文夫 八重樫　徹子 木曜日 くさのイン北上 024-
0072 北上市鬼柳 33-95-2 0197-63-6640 0197-63-6643

17 北上和賀 佐藤　貞充 髙橋　範行 水曜日 ホテルシティプラザ北上 024-
0072 北上市鬼柳 33-95-2 0197-63-7341 0197-63-7341

18 岩谷堂 鈴木　直 谷藤　榮一 水曜日 ホテルニュー江刺 023-
1112

奥州市江刺南大通り 4-1　
ホテルニュー江刺内 090-3126-3366 0197-31-2013

19 前沢 小野寺　徳謙 境　達男 水曜日
（月3回） ラピス・ラズリィ 029-

4208
奥州市前沢七日町裏５　
 ㈲さかいや 0197-56-4537 0197-56-4537

20 水沢 小野寺　弘行 野田　公之 木曜日 プラザイン水沢 023-
0003

奥州市水沢佐倉河字後田 29　
プラザイン水沢内 0197-25-8811 0197-25-8819

21 水沢東 及川　和也 住吉　正志 火曜日 水沢グランドホテル 023-
0818

奥州市水沢字東町 40　
水沢グランドホテル内 0197-25-8311 0197-25-8312

第
三
分
区

22 花泉 佐々木　俊郎 木村　稔 金曜日 ゆずり葉  法宴館 029-
3105 一関市花泉町涌津字一ノ町 40-1 0191-82-5085 0191-82-5205

23 平泉 千葉　力男 佐々木　秀円 火曜日 ㈲芭蕉館 029-
4102 西磐井郡平泉町平泉字鈴沢 3-1 0191-46-5155 0191-46-5176

24 一関 山岸　学 松田　和也 木曜日 ホテルサンルート一関 021-
0882

一関市上大槻街 2-37　
ホテルサンルート一関内 0191-26-4311 0191-26-4317

25 一関中央 小野寺　勘治 葛西　五郎 水曜日 古戦場 021-
0866

一関市南新町 3
プロフィット企画内 0191-31-3076 0191-31-3086

26 大船渡 新沼　英明 出羽　司孝 水曜日 まるしち・ザ・プレイス 022-
0002 大船渡市大船渡町野々田 12-34 0192-27-4612 0192-27-4877

27 大船渡西 高木　久子 山口　徹 木曜日 地方卸売市場　
大船渡魚市場　多目的室

022-
0003

大船渡市盛町字町 12-15　
美容室ＺＥＮ　２Ｆ 0192-27-5201 0192-27-5201

28 陸前高田 佐藤　哲雄 柴田　見 火曜日
（第1・3） キャピタルホテル１０００ 029-

2205 陸前高田市高田町字荒沢 9-2 080-6015-3754 なし

29 千厩 髙金　弘 阿部　真紀 火曜日 マリアージュ 029-
0803

一関市千厩町千厩字石堂 26-5　
㈱マリアージュ 0191-52-5700 0191-52-5611

30 気仙沼 熊谷　伸一 佐々木　和元 火曜日 サンマリン気仙沼ホテル観洋 988-
0045

気仙沼市田谷 20-2　田谷菊田ビル２F 
㈱オフィスリアン内 0226-25-8415 0226-25-8173

31 気仙沼南 熊谷　浩典 小野寺　正智 木曜日 気仙沼プラザホテル 988-
0014

気仙沼市柏崎 1-1
気仙沼プラザホテル内 0226-25-9395 0226-25-9395

第
四
分
区

32 釜石 須藤　寛人 赤塚　重昭 火曜日 釜石ベイシティホテル 026-
0301 釜石市鵜住居町 13-111-57 0193-28-2335 0193-28-3558

33 釜石東 菊地　敏文 平松　篤 木曜日 ホテルサンルート釜石 026-
0024 釜石市大町 2 丁目 3 番 3 号 0193-24-3311 0193-24-3446

34 大槌 岩﨑　松生 後藤　力三 水曜日 小川旅館・絆館 028-
1131 上閉伊郡大槌町大槌 12-161-2 0193-42-3080 0193-42-3638

35 遠野 奥寺　修 佐々木　光博 水曜日
（第1・3・4） まちおこしセンター３階 028-

0541
遠野市松崎町白岩 11-18-6　
㈲サンエイジェント 050-3311-0090 0198-63-1071

36 宮古 久保田　直史 摂待　睦夫 金曜日 レストランほりた 2 階 027-
0081

宮古市新川町 4-1　
レストランほりた 3F 0193-62-4540 0193-62-4311

37 宮古東 齋藤　泰純 中村　裕三 火曜日 レストランほりた 2 階 027-
0081

宮古市新川町 4 番 1 号　
レストランほりた 3F 0193-62-4540 0193-62-4311

38 山田 生駒　利治 関　清貴 木曜日
（第1・3） 山田町商工会議所 028-

1342
下閉伊郡山田町川向町 6-40　
オフィスマツモト内 0193-82-2297 0193-82-2397

分
区 クラブ名 会長 幹事

例　会 ロータリークラブ事務所

例会曜日 会場 〒 住所 TEL FAX

第
五
分
区

39 石巻東 佐々木　孝寿 佐々木　至 金曜日 石巻グランドホテル 986-
0822

石巻市中央二丁目 1-16　
中央ビル 23 号 0225-95-3773 0225-95-4242

40 石巻西 青木　八州 日野　雅晴 火曜日 割烹  滝川 986-
0822

石巻市中央二丁目 1-16　
中央ビル 23 号 0225-95-3773 0225-95-4242

41 石巻南 須永　光春 大塚　敏夫 水曜日 （宗）西雲寺 986-
0822

石巻市中央二丁目 1-16　
中央ビル 23 号 0225-95-3773 0225-95-4242

42 栗駒 相馬　信幸 佐々木　博 金曜日 ホテルグリーンヒル浦島 989-
5301 栗原市栗駒岩ヶ崎六日町 72 0228-45-5663 0228-49-1143

43 築館 三浦　和茂 大内　芳博 火曜日 ホテルグランドプラザ浦島 987-
2203

栗原市築館字下宮野町下 18　
ホテルグランドプラザ浦島 0228-22-4155 0228-22-4240

44 佐沼 小野寺　伸浩 及川　昭宏 木曜日 ホテルサンシャイン佐沼 987-
0511

登米市迫町佐沼字中江 5-5-10　
ホテルサンシャイン佐沼内 0220-22-8180 0220-22-0327

45 若柳 佐々木　健彦 菅原　賢也 火曜日 千鳥 989-
5502

栗原市若柳字川南南大通 8-5　
千鳥内 0228-32-6850 0228-32-6850

第
六
分
区

46 古川 佐藤　充秀 伊藤　祐一 火曜日
（月3回） アインパルラ浦島 989-

6141 大崎市古川南新町 6-64 0229-22-0866 0229-22-0866

47 古川東 加藤　智治 畑山　靖憲 火曜日
（月3回） 中鉢別館  旬風創庵 987-

1302
大崎市松山長尾字沢 82 番地　
リアルコンサルティング㈱内 0229-55-3552 0229-55-3552

48 岩出山 池松　正明 永根　喜郎 木曜日 割烹「日富見家」 989-
6435

大崎市岩出山浦小路 6-7　
㈲永根実業建設　内 0229-72-0431 0229-72-0082

49 加美 新堀　順一 中島　治 水曜日 加美 RC  クラブ事務所 981-
4252 加美郡加美町字西田 1-18-10 0229-63-5725 0229-63-5765

50 大和 大坂　秀逸 高嶋　征夫 水曜日 グランダイニング  オオサカ 981-
3502 黒川郡大郷町粕川字大檀原４０ 022-359-2308 022-359-2861

51 松島 佐藤　稜威彦 高橋　正人 金曜日
（月4回） ホテル海風土 981-

0215
宮城郡松島町高城字迎山一 4-2　 
㈲松島佐藤新聞店内 022-354-2715 022-353-4771

52 塩釜 伊東　清存 佐々木　尚哉 金曜日 ホテルグランドパレス塩釜
２Ｆ

985-
0021

塩竈市尾島町３番５号　
ホテルグランドパレス塩釜３Ｆ 022-362-4002 022-362-4018

53 塩釜東 海老　達也 内海　仁一 水曜日 大石ビル１F 985-
0053 塩竈市南町 1-10　大石ビル１F 022-366-6574 022-366-6574

54 多賀城 引地　辰男 赤坂　泰子 木曜日 ホテルキャスルプラザ多賀
城

985-
0874

多賀城市八幡四丁目 2-12　
スポーツイトウ 2 Ｆ 022-366-4499 022-366-4548

55 利府 郷右近　隆夫 篠田　勉 月曜日 利府ゴルフ倶楽部 981-
0111

宮城郡利府町加瀬字郷楽 23-2　
㈱鎌田工務店内 022-762-8645 022-356-2133

56 七ヶ浜 渡邊　陽介 山崎　澄義 月曜日 七ヶ浜国際村 985-
0821

宮城郡七ヶ浜町汐見台 5-2-45
遠藤行政書士事務所内 022-357-6961 022-357-6961

第
七
分
区

57 仙台 柴田　一成 岡竹　博昭 火曜日 ホテルメトロポリタン仙台 980-
8477

仙台市青葉区中央 1-1-1　
ホテルメトロポリタン仙台内 022-222-2811 022-224-0257

58 仙台平成 千葉　直人 村山　裕俊 火曜日 仙台国際ホテル 980-
0021

仙台市青葉区中央 4-6-1　
仙台国際ホテル内 022-223-1754 022-223-1797

59 仙台青葉 芳賀　英樹 福田　幸穂 水曜日 ホテルメトロポリタン仙台 980-
8477

仙台市青葉区中央 1-1-1　
ホテルメトロポリタン仙台内 022-214-1211 022-214-1212

60 仙台冠 伊藤　伸一 千葉　誠一 水曜日 ホテルモントレ仙台 980-
0811

仙台市青葉区一番町 2-5-1-7F　
NPO 法人　LiFESET 内 022-706-1461 022-774-2146

61 仙台
レインボー 岩淵　徹 宗像　靖彦 金曜日 ANA ホリデイ・イン仙台 984-

0051
仙台市若林区新寺 1-6-8
チサンマンション第三仙台 307 号 022-293-3498 022-293-3498

62 仙台南 山家　雪雄 大江　広満 木曜日 仙台国際ホテル 980-
0021

仙台市青葉区中央４-6-1　
仙台国際ホテル 6F 022-223-3652 022-223-3662

63 仙台北 沼倉　和彦 鹿野　英生 水曜日 江陽グランドホテル 980-
0014

仙台市青葉区本町 2-3-1　
江陽グランドホテル内 022-224-0777 022-224-4564

64 仙台東 佐藤　健二郎 小澤　政弘 月曜日 ホテルメトロポリタン仙台 984-
0051 仙台市若林区新寺 1-6-8- ３０７ 022-352-8972 022-352-8973

65 仙台西 今野　聡也 毛利　剛 金曜日 ウェスティンホテル仙台 980-
0021

仙台市青葉区中央４-6-1　
仙台国際ホテル内 022-223-3760 022-267-1276

66 仙台泉 金子　和也 高橋　渉 木曜日 江陽グランドホテル 980-
0014

仙台市青葉区本町 2-3-1　
江陽グランドホテル内 022-267-5252 022-267-5265

67 仙台
宮城野 澤野　義章 上畑　日登美 木曜日 ホテルメトロポリタン仙台 980-

8477
仙台市青葉区中央 1-1-1　
ホテルメトロポリタン仙台内 022-268-3243 022-268-3296

第
八
分
区

68 岩沼 小野　剛志 相原　克洋 火曜日
（月1回休会） ホテル桃幸 989-

2442
岩沼市大手町９－６  
第１マサキビル１F 0223-25-2555 0223-25-2555

69 名取 鎌田　豊 若生   衣澄 木曜日
（月3回） 仙台空港カントリークラブ 981-

1224 名取市増田字北谷 242-1-2F 022-384-5816 022-382-7017

70 亘理 菊地　善孝 門澤　俊夫 木曜日
（月4回） 中正旅館 989-

2351 亘理郡亘理町字中町 21　㈱カドサワ内 0223-32-8094 0223-34-7794

71 角田 湯村　周一 星　隆志 水曜日 仙南シンケンファクトリー 981-
1505 角田市角田字大町 9-6　星測量設計内 0224-63-2770 0224-63-5350

72 丸森 春日部 泰昭 菊地　文弘 木曜日
（第2・4） わた福  ２階 981-

2165 伊具郡丸森町字町西３８　わた福内 0224-87-8832 0224-87-8832

73 白石 平間　常吉 志村　浩幸 金曜日 舞鶴会館 989-
0276 白石市大手町 4-3　舞鶴会館 0224-26-2323 0224-26-2383

74 白石北 柴谷　栄一 三宅　金雄 火曜日 NTT ビル 3F 989-
0277 白石市沢端町 2-30　NTT ビル３F 0224-24-5090 0224-24-5090

75 柴田 坂元　隆夫 松浦　洋平 水曜日 表蔵王国際ゴルフクラブ 989-
1601

柴田郡柴田町船岡中央 3 丁目 5-2　
舟山様方 0224-55-3025 0224-55-3025

76 村田 佐々木　安彦 森　喜久夫 水曜日 道の駅  村田　研修室 989-
1305

柴田郡村田町大字村田字末広町 23　
蘇武様方 0224-83-4119 0224-83-4119

77 大河原 甘糟　仁 武者　昌洋 木曜日 和洋亭  ぶざん 989-
1245

柴田郡大河原町新南 25-18 
 （和洋亭ぶざん） 0224-86-5901 0224-86-5905

2020-2021 年度 ロータリークラブ一覧
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ロータリーコーディネーター
菅原 裕典　（仙台泉）

日韓親善委員会委員

(財)米山記念奨学会

委員　　桑原　 茂　（塩釡）
理事　　皆川　 清　（岩出山）
評議員　濱守 豊秋　（大船渡西）

パストガバナー
　田口　良一 （盛岡北）
　松田　英一 （仙台泉）
　白倉　義則 （盛岡南）
　伊藤　大亜 （水沢東）
　皆川　　清 （岩出山）
　菊地　弘尚 （岩谷堂）
　小川　　惇 （盛岡）
　桑原　　茂 （塩釡）
　笠井　昭彦 （北上）
　八谷　郁夫 （佐沼）
　西郷　典安 （盛岡西）
　笹氣　光祚 （仙台北）
　菅原　一博 （仙台）
　小野寺則雄 （二戸）
　松良　千廣 （仙台南）
　山口　淑子 （盛岡滝ノ沢）
　菅原　裕典 （仙台泉）
　濱守　豊秋 （大船渡西）
　藤﨑三郎助 （仙台）
　田中　堯史 （盛岡）
　鈴木　　賢 （仙台北）

委員長　鈴木　俊一 （仙台南）
委　員　藤﨑三郎助 （仙台）
委　員　田中　堯史 （盛岡）
委　員　鈴木　　賢 （仙台北）
委　員　伊藤　智仁 （花巻南）
委　員　岩松　正記 （仙台南）

奉仕研修委員会
クラブ奉仕委員会 社会奉仕委員会

職業奉仕委員会 R L I 委員会

委員長　　工藤　武三　（二戸）
副委員長　星川　義美　（名取）
委員　　　千葉　ミオ　（仙台南）
委員　　　菊池　正敏　（盛岡南）
地区幹事　宮澤　一郎　（花巻南）
地区幹事　澤田　隆道　（花巻南）

委員長　　藤村　孝史　（盛岡北）
副委員長　森　　輝雄　（亘理）
委員　　　小松　　優　（仙台南）
委員　　　谷村　國男　（盛岡南）
地区幹事　山口　和久　（花巻南）
地区幹事　髙橋　照幸　（花巻南）

委員長　　松坂　宏造　（仙台東）
副委員長　臼井　真人　（気仙沼）
委員　　　菊地　宏幸　（仙台南）
委員　　　斎藤　正人　（仙台泉）
地区幹事　奥山　　隆　（花巻南）
地区幹事　富沢　良一　（花巻南）

委員長　　笹氣　光祚　（仙台北）
副委員長　笠井　昭彦　（北上）
副委員長　菅野幸一郎　（佐沼)
委員　　　ガバナー補佐全員
地区幹事　八森　辰雄　（花巻南）
地区幹事　金澤　俊司　（花巻南）

国際ロータリー会長
ホルガー・クナーク（ドイツ）
国際ロータリー理事
辰野　克彦　（東京西）

第1分区【11】（久慈・二戸）（盛岡）
東井　千明　（種市） 久慈、二戸、種市
柴田　　茂　（盛岡東） 盛岡､盛岡北､盛岡西､盛岡南､盛岡東､盛岡中央､盛岡西北､盛岡滝ノ沢
第2分区【10】（花巻・北上）（江刺・水沢）
佐藤　博文　（北上） 花巻、花巻南、花巻北、北上、北上西、北上和賀
高橋　悦彌　（水沢東） 岩谷堂、前沢、水沢、水沢東
第3分区【10】（一関・平泉）(大船渡・高田・千廐・気仙沼）
小野寺知之　（一関中央） 花泉、平泉、一関、一関中央
熊谷　雅也　（大船渡西） 大船渡、大船渡西、陸前高田、千廐、気仙沼、気仙沼南
第4分区【7】（遠野・釡石）(山田・宮古）
丸木　久忠　（釡石） 釡石、釡石東、大槌、遠野
阿部　幸榮　（山田） 宮古、宮古東、山田
第5分区【7】(三陸）(登米・栗原）
櫻谷　　隆　（石巻南） 石巻東、石巻西、石巻南
鈴木　岳美　（栗駒） 栗駒、築館、佐沼、若柳
第6分区【11】(大崎）（松塩）
情野　　進　（加美） 古川、古川東、岩出山、加美
伊藤　新一　（大和） 大和、松島、塩釡、塩釡東、多賀城、利府、七ヶ浜
第7分区【11】(仙台青葉）（仙台広瀬）
増子　良一　（仙台冠） 仙台、仙台平成、仙台青葉、仙台冠、仙台レインボー
佐々木宏明　（仙台北） 仙台南、仙台北、仙台東、仙台西、仙台泉、仙台宮城野
第8分区【10】（阿武隈）（蔵王）
横山　博昭　（丸森） 岩沼、名取、亘理、角田、丸森
井上　庸一　（白石北） 白石、白石北、柴田、村田、大河原

地区副ガバナー
田中　堯史　（盛岡）

地区ガバナー
伊藤　智仁　 (花巻南）

委員長　　小野寺則雄 （二戸）
副委員長　星　　　毅 （仙台南）
委員　　　郷内　知明 （名取）
委員　　　湯下　道雄 （盛岡東）

委員長　　山口　淑子 （盛岡滝ノ沢）
委員　　　佐々木裕子 （二戸）
委員　　　赤坂　泰子 （多賀城）
委員　　　太田マリ子 （盛岡滝ノ沢）
地区幹事　岩井　昌弘 （花巻北）
地区幹事　佐藤　博茂 （花巻北）

委員長 佐々木　博 （栗駒）
アドバイザー 松良　千廣 （仙台南）
副委員長 高橋　孝一 （柴田）
委員 佐藤　　仁 （仙台南）
委員 草刈 千賀志 （仙台）

委員長 佐藤　　剛 （水沢）
副委員長 志賀　正博 （水沢）
委員 斎藤　　賢 （一関）

委員長 佐々木史昭 （花巻）
副委員長 橋川　秀治 （花巻）
委員 小野寺　隆 （気仙沼南）
委員 志田　宏美 （大船渡西）
地区幹事 鎌田　定悦 （花巻南）
地区幹事 橋川　秀治 （花巻）

諮問委員会
地区ガバナー補佐

　笹氣　光祚 （仙台北）
RLI日本支部　地区代表委員

RLI日本支部
地区代表ファシリテーター

　松良　千廣 （仙台南）
RIJYEM理事

ロータリーの友理事
　田中　堯史 （盛岡）

On to 台北　委員会

会員増強・R公共イメージ向上委員会

女性会員活性化委員会

国際奉仕委員会

青少年交換（短期）委員会

青少年交換（長期）委員会

地区研修リーダー
田中　堯史　（盛岡）

地区ガバナーエレクト
鈴木　俊一　（仙台南）

ロータリーの友地区委員会

地区代表委員　吉田　和洋　（花巻）
副代表委員　　渡邉　　宏　（仙台北）
副代表委員　　勝部　民男　（盛岡）
副代表委員　　笹氣光壽郎　（仙台）

地区資金・財務・会計委員会

資金委員長　　高橋　溥芳　（花巻南）
資金委員　　　富沢　良一　（花巻南）

地区監査委員会

会計監査委員長　谷村　　繁　（花巻）
会計監査委員　　熊谷　眞人　（仙台）
会計監査委員　　加藤　幹夫　（仙台北）

ガバナー指名委員会

委員長　鈴木　　賢　（仙台北）
委員　　田中　堯史　（盛岡）
委員　　藤﨑三郎助　（仙台）
委員　　濱守　豊秋　（大船渡西）
委員　　菅原　裕典　（仙台泉）

危機管理委員会

委員長 田中　堯史 （盛岡）
直前ガバナー 鈴木　　賢 （仙台北）
ガバナーエレクト 鈴木　俊一 （仙台南）
地区代表幹事 菊池　忠彦 （花巻南）
国際奉仕委員長 佐々木　博 （栗駒）
青少年奉仕委員長 三浦　　滋 （前沢）
ロータリー財団委員長 菅原　一博 （仙台）
米山記念奨学会委員長 清水　　努 （塩釡）
医師団 佐藤　　寧 （花巻南）
弁護士団 畠山　将樹 （盛岡）

姉妹地区（D3640）親善委員会
委員長 國分　敏彦　（二戸） 
委員 阿部　　司　（一関中央） 

委員長 三浦　　 滋　（前沢） 
副委員長 日野　　 宏　（築館） 
委員 加藤　雄彦　（仙台） 
委員 半澤　修司　（仙台南） 
委員 齊藤　俊明　（大船渡西） 

委員長 門馬　光一　（宮古） 
副委員長 根本　昌幸　（一関中央） 
委員 和田　達雄　（仙台南） 
委員 吉田　栄幸　（宮古） 

委員長 中山　栄一　（仙台東） 
副委員長 吉澤　珠美　（北上西） 
委員 佐藤勘三郎　（仙台） 
委員 萱場　久美　（仙台泉） 
委員 小野　智哉　（北上） 
地区幹事 佐藤　克也　（花巻北） 
地区幹事 鎌田　憲幸　（花巻北） 

実行委員長 藤本　純一　（花巻南）
実行副委員長 阿部　一郎　（花巻）
実行副委員長 瀬川　賢孝　（花巻北）
コ・ホスト 花巻ＲＣ、花巻北ＲＣ 

地区大会委員長 藤本　純一　（花巻南）
地区大会副委員長 阿部　一郎　（花巻）
地区大会副委員長 瀬川　賢孝　（花巻北）
コ・ホスト 花巻ＲＣ、花巻北ＲＣ

地区ガバナーノミニー
天沼　久純　（盛岡南）

吉江　信博　（盛岡）
加藤　幹夫　（仙台北）
菊池　忠彦　（花巻南）
星　　　毅　（仙台南）

地区研修・協議会委員会 地区大会

代表幹事会

代表幹事 菊池　忠彦 アドバイザー 藤本　純一
副代表幹事 照井　敬孝 総務委員長 嶋　　利幸 
副代表幹事 照井　正樹 総務副委員長 佐々木繁樹 
副代表幹事 吉田　和洋　（花巻） 総務委員 渡辺　正乃 
副代表幹事 髙橋　年徳　（花巻北） 総務委員 小野健太郎
ホストクラブ会長 似内　裕司
ホストクラブ幹事 髙橋　   誠
幹事 阿部　豊治 幹事 及川　洋吉
幹事 藤本　莞爾 幹事 奥山　　隆
幹事 八森　辰雄 幹事 小田島修司
幹事 岩舘　正明 幹事 佐々木盛光
幹事 鎌田　定悦 幹事 佐藤　　寧
幹事 金澤　俊司 幹事 澤田　隆道
幹事 川辺　助之 幹事 高橋　溥芳
幹事 小田島順造 幹事 髙橋　照幸
幹事 熊谷　長吉 幹事 千葉　　功
幹事 栗原　祐二 幹事 富沢　良一
幹事 宮澤　一郎 幹事 植村　和雄
幹事 本舘　憲一 幹事 山口　和久

　ガバナー事務所
　　　〒020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通1-44　ホテルメトロポリタン盛岡本館4Ｆ
 TEL  019-654-0550／ FAX  019-654-0551／ MAIL  ri2520@r4.dion.ne.jp
 事務局　西村　鈴子　　佐々木真奈美　　蛇口　光子

地区ガバナー事務所（ホストクラブ　花巻南）

委員長 菅原　一博　（仙台）
副委員長 山口　淑子　（盛岡滝ノ沢）
委員 南郷　成民　（盛岡中央）

委員長 梶浦　　正　（仙台レインボー）
副委員長 大城　秀峰　（仙台）

委員長 田鎖　幸司　（北上和賀） 

委員長 山口　淑子　（盛岡滝ノ沢）

委員長 小野寺則雄　（二戸）

委員長 橋浦　　寛　（名取）
地区幹事 上田　　穣　（花巻）
地区幹事 鹿討　康弘　（花巻）

委員長 清水　　努 （塩釡）
副委員長 小嶋　道夫 （仙台西）
副委員長 小原　正至 （北上）
委員 白鳥　　淳 （築館）
委員 小野　照代 （岩沼）
委員 佐々木公伍 （一関中央）
委員 遠藤　哿子 （花泉）
委員 米内　　正 （盛岡）
委員 丸﨑　勝康 （仙台北）
地区幹事 稲田　典之 （花巻）
地区幹事 浅沼　幸二 （花巻）

ロータリー財団委員会

補助金委員会

ポリオプラス委員会

ロータリー平和フェローシップ委員会
学友会委員会

米山記念奨学会委員会

資金推進委員会

補助金管理委員会

青少年奉仕委員会

ローターアクト・RYLA委員会

インターアクト委員会

　菅原　裕典 （仙台泉）

2020-2021 年度 国際ロータリー第 2520 地区 組織図
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《一般会計の部》 （単位：千円）

◆収入の部 （予算額） （予算額） （決算額） （決算額）

科　　　目
伊藤年度 鈴木年度 田中年度 藤﨑年度

前期数　2,250 名 前期数　2,250 名 前期数　2,228 名 前期数　2,262 名
後期数　2,250 名 後期数　2,250 名 後期数　2,267 名 後期数　2,300 名

地区運営資金（クラブ負担） 57,600 57,600 57,536 58,396
ガバナー配分予算　RI より 1,954 2,000 2,068 2,358
各種補助金 0 3,000 0 6,475
ＧＥ事務所繰越金 0 1,269 287
前年度繰越金 13,178 184
登録料 3,000 2,800 3,369 2,770
その他 （青少年交換短期参加者負担、地区大会残金戻入ほか） 0 3,900 5,758
地区基金取崩 2,578 5,000 3,000 6,000

収入合計 65,132 70,400 84,319 82,228

◆支出の部 （予算額） （予算額） （決算額） （決算額）
科　　　　目 伊藤年度 鈴木年度 田中年度 藤﨑年度

1 地区運営資金 32,560 38,500 37,200 38,000
① 助成金 2,100 2,100 1,900 1,900

地区研修・協議会 500 500 500 500
ＩＡ・ＲＡ年次大会 500 500 500 400
ＩＭ 800 800 600 700
ＰＥＴＳ 300 300 300 300
その他

② 表彰費 500 500 500 500
③ 記念品費 500 500 500 500
④ 刊行費 8,000 8,000 5,959 7,325
⑤ 会議費 5,000 4,000 4,722 2,704
⑥ 地区委員会費 12,000 19,000 14,753 20,946

クラブ・職業・社会奉仕 150 600 430 567
ＲＬＩ 900 1,000 773 0
会員増強・Ｒ公共イメージ向上 550 100 356 0
国際奉仕 6,500 10,000 9,123 10,789
青少年奉仕 1,200 1,300 1,176 1,295
ロータリー財団 1,200 3,000 1,150 5,794
米山記念奨学会 1,000 2,500 1,203 2,501
姉妹地区親善 500 500 542 0

⑦ 旅費 2,000 2,000 4,590 1,799
⑧ ガバナー補佐活動費 1,760 1,600 1,920 1,600
⑨ 事務費 200 100 980 0
⑩ 雑費 500 700 1,376 726

2 ガバナー事務所経費 14,800 14,000 23,266 13,988
3 ガバナー会運営費 450 500 482 491
4 ロータリー文庫運営費 675 700 672 684
5 RIJYEM 維持協力金 450 500 448 456
6 ロータリー研究会（登録費のみ） 500 500 326 432
7 地区大会費 7,000 7,000 7,000 7,000
8 新Ｒクラブ結成助成金 0 0
9 新ＲＡ・ＩＡクラブ助成金 0 0

10 国際大会ブース 300 300 0
11 エレクト事務所準備金 8,000 8,000 8,000 8,000
12 規定審議会準備金 0 200 0 0
13 予備費 397 500 0 0
14 借入れ返金（ホスト RC へ） 2,000
15 繰越金 4,625 13,178

支出合計 65,132 70,400 84,319 82,228

2020-2021 年度 国際ロータリー第 2520 地区資金収支予算
《特別会計の部》 （単位：千円）

◆収入の部 （予算額） （予算額） （決算額） （決算額）

科　　　　目

伊藤年度 鈴木年度 田中年度 藤﨑年度

前期数 2,250 名 前期数 2,250 名 前期数 2,228 名 前期数 2,262 名

後期数 2,250 名 後期数 2,250 名 後期数 2,267 名 後期数 2,300 名

特別会計（青少年／長期） 0 0 0 0 

特別会計（青少年／短期） 0 0 0 0 

特別会計（被災ＲＣ助成金） 0 0 0 0 

特別会計（地区大会協力金） 11,250 11,250 29,392 10,036

その他 0 0 0 0

収入合計 11,250 11,250 29,392 10,036

◆支出の部 （予算額） （予算額） （決算額） （決算額）

伊藤年度 鈴木年度 田中年度 藤﨑年度

特別会計（青少年／長期） 0 0 0 0 

特別会計（青少年／短期） 0 0 0 0 

特別会計（被災ＲＣ助成金） 0 0 0 0 

特別会計（地区大会協力金） 11,250 11,250 28,162 10,036

その他 0 0 0 0

支出合計 11,250 11,250 28,162 10,036

地区賦課金内訳　　＊＊＊　会員一人当たりの負担金（クラブより地区への送金）＊＊＊

（単位：円）

科　　　　目
伊藤年度 鈴木年度 田中年度 藤﨑年度

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

一般会計 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 

地区資金 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 

特別会計 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,200 2,200 

青少年交換長期 0 0 0 0 0 0 0 0 

青少年交換短期 0 0 0 0 0 0 0 0 

被災ＲＣ助成金 0 0 0 0 0 0 0 0 

地区大会協力金 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,200 2,200 

一人当たり合計／ 2,250 名
15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,000 15,000 

30,600 30,600 30,600 30,000 

地区全体（2,250 名）合計 68,850,000 68,850,000 68,850,000 67,500,000 
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2020-2021 年度 諸報告の提出日・提出先一覧
報告事項 期日 報告先

半期報告 7 月 1 日、　1 月 1 日 My Rotary より

クラブ会員数・出席率報告（R 友報告） 翌月 15 日必着 ガバナー事務所（地区の所定用紙 /R 友報告用） ①

会員異動（新会員、退会者、物故会員）
30 日以内

（遅くとも 7 月 1 日と1 月 1 日まで）
My Rotary より（運営する → クラブの運営 →
 会員の追加／編集／削除）※別紙資料配布済

翌月 15 日必着 ガバナー事務所（地区の所定用紙 / 月信用） ②

その他情報変更（会員の住所、職業分類、
会員の種類） その都度

My Rotary より（運営する → クラブの運営 → 
会員の追加／編集／削除）

ロータリー財団寄付
その都度 RI 日本事務局（所定の送金明細書） ③

翌月 15 日必着 ガバナー事務所（地区の所定用紙 / 月信用） ④

米山記念奨学会寄付
7 月 1 日、　1 月 1 日

 特別寄付は都度
米山記念奨学会（所定の送金明細書） ⑤

翌月 15 日必着 ガバナー事務所（地区の所定用紙 / 月信用） ④
クラブ活動年次計画書

（各クラブ作成のもの） 7 月
1. ガバナー補佐
2. ガバナー事務所

クラブ定款（名称、住所）の変更 その都度
RI 日本事務局へお問い合わせください
クラブ ･ 地区支援室（メール： rijapan@rotary.org）

例会場、日時、事務所等の変更 その都度

1. My Rotary より（運営する → クラブの運営→
   クラブ請求書について →☆クラブデータの更新）
2.「ロータリーの友」事務所
3. ガバナー事務所

クラブ会長、幹事の変更 その都度
1.  My Rotary より（運営する → クラブの運営 →
    クラブ役員の追加／編集／削除）
2. ガバナー事務所

次年度クラブ会長、幹事、会計報告 2 月 1 日
1. My Rotary より（運営する → クラブの運営 →
    クラブ役員の追加／編集／削除）

次年度の寄付目標、会員増強目標
My Rotary より（会員コーナー → 役立つツール →
ロータリークラブ・セントラル）

信任状証明書（投票代議員カード付）
（会長、幹事のサインが必要） 4 月

用紙は RI より送付される。クラブ会員 50 名毎に 1 名又は
その過半数（26 名以上）につき追加代議員 1 名を選ぶ。

（国際大会出席者が持参してよい）
・RI 文献の入手は My Rotary より
・上記の書式（用紙）①〜⑤については、第 2520 地区ホームページからダウンロードできますのでご利用ください。

関　係　事　務　所
名称・住所 電　話 FAX

国際ロータリー日本事務局
　〒 108-0073 東京都港区三田 1-4-28　三田国際ビル 24F

クラブ・地区支援室 03-5439-5800
財団室 03-5439-5805 03-5439-0405
経理室 03-5439-5803
業務推進・資料室 03-5439-5802

ガバナー会事務局
　〒 105-0011 東京都港区芝公園 2-6-15　黒龍芝公園ビル 4F 03-3433-6497 03-3433-7395

RIJYEM 事務局（国際ロータリー日本青少年交換多地区合同機構）　
　〒 105-0011 東京都港区芝公園 2-6-15　黒龍芝公園ビル 4F 03-6431-8106 03-6431-8107

ロータリーの友事務所
　〒 105-0011 東京都港区芝公園 2-6-15　黒龍芝公園ビル 4F 03-3436-6651 03-3436-5956

ロータリー米山記念奨学会
　〒 105-0011 東京都港区芝公園 2-6-15　黒龍芝公園ビル 3F 03-3434-8681 03-3578-8281

ロータリー文庫
　〒 105-0011 東京都港区芝公園 2-6-15　黒龍芝公園ビル 3F 03-3433-6456 03-3459-7506

米山梅吉記念館
　〒 411-0941 静岡県駿東郡長泉町上土狩 346-1 055-986-2946 055-989-5101

2020-2021 年度 クラブ送金関係　案内
区　分 内　容 送金先

人頭分担金
（一人当たり）

前期
35.5㌦×適用相場×会員数（6/30 付）

（うち 1 ドルは、規定審議会分追加会費ですが、

RI 理事会にて変更の場合はお知らせいたします） 三井住友銀行　新宿通支店　普通預金　6733244
　口座名：国際ロータリー日本事務局

RI より各クラブへ請求書（メール）が送られてくるの
で、上記口座へ送金する。
メールアドレスの登録がないクラブは後日郵送されます。

後期 34.5㌦×適用相場×会員数（12/31 付）

比例人頭分担金
新入会員
新入会員を RI へ報告（My Rotary より）することにより、
都度加算される。

ザ・ロータリアン誌
前期 12㌦×適用相場×購読数

後期 12㌦×適用相場×購読数

ロータリー財団
寄付金

全期

150㌦目標×適用相場×会員数
（各クラブ提出の目標にそってご送金願い

ます）

＊ RI の目標は一人 100 ドルですが、日本
はクリアしているので 150 ドルで設定して
います。

寄付全般
（クラブ寄付・地区寄付・ポリオプラス・補助金・恒

久基金など）
三井住友銀行　赤羽支店 　普通預金　3978101
　口座名：公益財団法人　ロータリー日本財団

送金後、「公益財団法人 ロータリー日本財団　寄付送
金明細書」に記入の上、国際ロータリー日本事務局財
団室宛に email または FAX してください。

米山記念奨学会
寄付金

（豆辞典参照）

前期・後期または全期一括にて　目標額×会員数

前期・後期ともに各クラブにて一人当たりの金額を決めて
いただき、前年度を下回らない金額（会員数分）でお願い
します。（7/1 付 ,1/1 付）
ほかに特別寄付はその都度

三井住友銀行　京橋支店　普通預金　0920373
口座名：公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
ザイ）ロータリーヨネヤマキネンショウガクカイ

ロータリーの友
購読料

前期 1,320 円×購読数
*「R の友」より各クラブへ送付の請求書を確認後、送
金願います。

後期　 1,320 円×購読数

但し、中途入会者は月額 1 部　220 円

地区運営資金

1. 一般会計
前期 12,800 円×会員数 岩手銀行　盛岡駅前支店　普通預金　2111683

　口座名：2520 地区 20-21 ガバナー事務所
　　　　　代表幹事  菊池忠彦（きくち ただひこ）
前期については会員数 2020 年 7 月 1 日付、後期は
2021 年 1 月 1 日付で送金願います。
送金期限は前期は 2020 年 7 月 20 日、後期は 2021 年
1 月 20 日です。

後期 12,800 円×会員数

2. 特別会計
　地区大会協力金

前期    2,500 円×会員数

後期    2,500 円×会員数

（前期一人当たり計） 15,300 円
（後期一人当たり計） 15,300 円
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2020 年（令和 2 年）
日程

行　事 場　所
月 日 曜日

7

１ 水 《中止》ガバナー・元・次期ガバナー懇談会 東京 グランドプリンスホテル高輪

１ 水 ガバナー会議 WEB 会議

5 日 全国青少年交換委員長・危機管理委員長合同会議 WEB 会議

5 日 直前ガバナー慰労会 宮城 江陽グランドホテル

18 土 《延期》ＲＬＩ研修会パートⅠ⇒ 日程検討中 宮城 斎苑

26 日 米山記念奨学会学友会総会 宮城 江陽グランドホテル

8

1 土 《中止》地区ロータリー財団セミナー 宮城 エポカ 21

6 木 《中止》インターアクト年次大会 ⇒ 代替行事検討中 宮城 仙台育英学園高等学校

22 土 クラブ･職業･社会奉仕･会員増強Ｒ公共イメージ向上委員会
合同セミナー 岩手 ホテルメトロポリタン盛岡ニューウィング

29 土 《延期》ＲＬＩ研修会パートⅡ⇒ 日程検討中 宮城 斎苑

9

13 日 《中止》北上ＲＣ創立 60 周年記念式典 岩手 ホテルシティプラザ北上

14 月 ガバナーエレクト研修セミナー（GETS）　（〜 15 日） 東京 国際文化会館（予定）

16 水 2021-22 年度の地区研修リーダーのためのセミナー（DTS） 東京 国際文化会館（予定）

27 日 米山記念奨学会研修旅行 岩手 一関方面

10

3 土 《延期》ＲＬＩ研修会パートⅢ⇒ 日程検討中 宮城 斎苑

3 土 角田 RC 創立 60 周年記念式典

4 日 米山記念奨学会研修会 宮城 江陽グランドホテル

17 土 《延期》第 2520 地区  地区大会（〜 18 日）⇒ 2021 年 4 月 岩手 花巻温泉ホテル紅葉館

24 土 岩出山ＲＣ創立 50 周年記念式典 宮城 スコーレハウス（岩出山文化会館）

11

15 日 米山記念奨学会・学友会りんご狩り 岩手 一関市近郊

24 火 日本のロータリー 100 周年記念式典 東京 ザ・プリンスパークタワー東京（予定）

24 火 ロータリー財団地域セミナー 東京 ザ・プリンスパークタワー東京（予定）

25 水 第２回 GETS、GNTS、ガバナー会議 東京 ホテルオークラ東京

26 木 ロータリー研究会（〜 27 日） 東京 ホテルオークラ東京

12

5 土 第２分区ＩＭ（ホストクラブ：北上和賀 RC） 岩手 ホテルシティプラザ北上

6 日 2019-20 年度地区資金収支決算ならびに監査報告 宮城 ホテルメトロポリタン仙台

6 日 鈴木俊一ガバナーエレクト壮行会 宮城 ホテルメトロポリタン仙台

6 日 全国青少年交換委員長・危機管理委員長合同会議 東京 ＡＰ日本橋

2021 年（令和 3 年）

1
10 日 米山記念奨学生選考試験 岩手 アイーナ

17 日 米山記念奨学生選考試験 宮城 戦災復興記念館

2

6 土 水沢 RC 創立 60 周年記念式典 未定

14 日 米山記念奨学生歓送会 宮城 江陽グランドホテル

21 日 第７分区ＩＭ（ホストクラブ：仙台冠ＲＣ）

4

4 日 米山記念奨学生オリエンテーション 宮城 江陽グランドホテル

17 土 第 2520 地区  地区大会（会長・幹事会、晩餐会） 岩手 花巻温泉ホテル紅葉館

18 日 第 2520 地区  地区大会（本会議、懇親会） 岩手 花巻温泉ホテル紅葉館・千秋閣

6 12 土 2021 年ロータリー国際大会（〜 16 日） 台湾 台北

2020-2021 年度 国際ロータリー第 2520 地区 地区行事日程表

公

式

訪

問

7月 8月 9月 10月

日 曜日 クラブ名 分区
ガバナー

補佐
曜日 クラブ名 分区

ガバナー
補佐

曜日 クラブ名 分区
ガバナー

補佐
曜日 クラブ名 分区

ガバナー
補佐

1 水 ガバナー会議（WEB会議） 土 火 木 佐沼 5 鈴木岳美

2 木 日 水 仙台北 7 佐々木宏明 金 仙台レインボー 7 増子良一

3 金 月 木 土 角田RC創立60周年記念式典

4 土 火 盛岡南 1 柴田　茂 金 塩釜 6 伊藤新一 日 米山記念奨学会研修会

5 日
全国青少年交換委員長・危機管理委員長
合同会議（WEB会議）

水 盛岡北 1 柴田　茂 土 月 仙台東 7 佐々木宏明

6 月 木
久慈・
種市（B） 1 東井千明 日 火

7 火 二戸 1 東井千明 金 盛岡 1 柴田　茂 月 水
仙台青
葉 仙台冠（B） 7 増子良一

8 水 土 火 古川・古川東 6 情野　進 木 水沢・岩谷堂 2 高橋悦彌

9 木 日 水
大和・
松島（B） 6 伊藤新一 金 白石･白石北 8 井上庸一

10 金 宮古・宮古東・山田 4 阿部幸榮 月 木 岩出山・加美 6 情野　進 土

11 土 火 金 日

12 日 水 土 月

13 月 木 日 火 岩沼 角田･
丸森（B） 8 横山博昭

14 火 千厩 3 熊谷雅也 金 月 水

15 水
釜石・釜石東・
遠野・大槌 4 丸木久忠 土 火 仙台 7 増子良一 木 仙台宮城野 7 佐々木宏明

16 木 日 水 金 仙台西 7 佐々木宏明

17 金 月 盛岡東 1 柴田　茂 木 仙台南 仙台泉（B） 7 佐々木宏明 土

18 土 火 盛岡中央 1 柴田　茂 金 日

19 日 水 土 月

20 月 木 盛岡西 1 柴田　茂 日 火 前沢・水沢東 2 高橋悦彌

21 火
大船渡・大船渡西・
陸前高田 3 熊谷雅也 金 月 水 柴田･村田･大河原 8 井上庸一

22 水 土
クラブ・職業・社会奉仕・会員増強R公共
イメージ委員会　合同セミナー

火 木 名取 亘理（B） 8 横山博昭

23 木 日 水
石巻東･石巻西･
石巻南 5 櫻谷　隆 金

24 金 月 木 多賀城 利府・
七ヶ浜（B） 6 伊藤新一 土 岩出山RC創立50周年記念式典

25 土 火
北上・北上西・
北上和賀 2 佐藤博文 金 栗駒･築館･若柳 5 鈴木岳美 日

26 日 米山記念奨学会学友会総会 水 盛岡西北 1 柴田　茂 土 月

27 月 木 盛岡滝ノ沢 1 柴田　茂 日 米山記念奨学会研修旅行 火
花巻･花巻南
･花巻北（B） 2 佐藤博文

28 火 金 月 水

29 水
一関･一関中央･
花泉･平泉 3 小野寺知之 土 火 仙台平成 7 増子良一 木

30 木 気仙沼・気仙沼南 3 熊谷雅也 日 水 塩釜東 6 伊藤新一 金

31 金 月 土

2020-2021 年度 公式訪問日程表　A 方式（一部 B 方式□）
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多治見西
ロータリークラブ
チャンネル

新型コロナウイルス感染症の影響で、3月以降、
ロータリーの例会や研修・セミナーが中止となり
ました。その中で、ロータリーに関する情報収集・
研修には「My ROTARY」が役立ちました。また、外出
自粛・テレワークにより、会議・ミーティングには
「オンライン会議」形式が導入され、ロータリーに
おいても会議、例会がオンライン形式で行われる
ケースも出てきております。ウィズコロナの時代
に活動するために、デジタルに少し触れてみま
しょう！（QRコードを読み込んでください）

My ROTARYのススメ
オンライン会議のススメ

「My ROTARYアカウント登録」の
動画による設定方法のご紹介

ロータリーボイス

オンラインミーティングのご紹介 国際ロータリーの
フェイスブックと
ツイッター
（日本語）

My ROTARYを知ろう！

My ROTARY アカウントを
登録してみよう！

東京中央新ロータリークラブ
オンライン例会に潜入！

国際ロータリー日本事務局　クラブ・地区支援室

※One Driveの
インストールが必
要となります。

※One Driveのインストールが必要となります。

日本語のブログ「ロータ
リーボイス」では、日本
や世界のロータリーの
活動、クラブや会員の紹
介、ロータリー関連情報
を発信しています。

https://1drv.ms/v/s!Am5vZ-rEzAfokySQfbav2Tw8_SUQ?e=utBn29

https://www.youtube.com/watch?v=VsAAfMSBVAY

https://www.youtube.com/watch?v=DCl0lIBJHz8

https://www.youtube.com/watch?v=XemRLk6Z9vQ&t
=363s

https://1drv.ms/v
/s!Am5vZ-rEzAfok
zEiGY92hHovn6n
e?e=u8wy5V

https://rotaryblogj
a.wordpress.com/

http://www.facebook.
com/rotaryjapan

https://twitter.com/
rotaryjapan

フェイスブック ツイッター

事例紹介
2630地区

クラブでチャンネルを
開設しています！

RLI 研修会
日程を
変更します！

今年度のＲＬＩ研修会は、7/18、

8/29、10/3の3回を予定しており

ましたが、新型コロナウィルスの影

響による準備の都合上、開催日程を

変更いたします。新たな日程につき

ましては、決定次第、後日あらため

てご案内いたします。何卒ご協力の

程よろしくお願い申し上げます。

ガバナー事務所の紹介
　伊藤智仁ガバナー年度に向けて動き出したのは、2019年2月、鈴木賢ガバナーエレクトの「地区チーム研修セミナー」の視
察からでした。以来、吉江信博氏（盛岡RC）、加藤幹夫氏（仙台北RC）、二人の先輩代表幹事と仙台北RCの皆様にご指導
をいただきながら、準備を進めてまいりました。2020年2月、伊藤ガバナーエレクト年度の「地区チーム研修セミナー」を終
えたころより、新型コロナウイルス感染が拡がりはじめ、3月「会長エレクト研修セミナー」、5月「地区研修・協議会」をや
むなく中止。少ない人数での分散型の会合も企画しましたが、これも中止。何とか生の声でメッセージを伝えようと、初めて
の試みでありましたが、動画で伊藤ガバナーエレクトのメッセージを地区ホームページにて配信いたしました。
　そして7月1日、伊藤ガバナー年度がスタートしました。ウィズコロナの時代は、これまで以上に知恵を出し、ITの活用など
様々な工夫を凝らしながら進めていかなければなりません。各クラブが元気に活動する一年であることを願っております。
　ガバナー事務所は、10人の幹事団と3名の事務局で運営してまいります。ホストクラブは花巻南RCですが、コ・ホストの花
巻RC、花巻北RCの協力を得て一年間活動いたします。どうぞよろしくお願いいたします。 （代表幹事　菊池忠彦）

2020-21年度伊藤ガバナーのもと、代表幹事・ガバナー事務所スタッフと共に月信編集を
担当することになりました。新型コロナウィルスの影響により、今までとは違うかたちでの
スタートとなっております。その様な中で地区内77クラブの皆様の工夫された“新たな奉
仕活動様式”なども、ぜひ寄稿をお願いいたします。奉仕活動の運営方法等で苦心されて
いる地区内クラブが、安心・安全に活動に取り組めるヒントとさせていただきたいと思いま
す。一年間よろしくお願いいたします。 （編集長　吉田和洋）

代表幹事
菊池　忠彦

総務委員長
嶋　　利幸

副代表幹事
照井　敬孝

総務副委員長
佐々木　繁樹

副代表幹事
照井　正樹

総務委員
渡辺　正乃

副代表幹事
吉田　和洋
（花巻 RC）

総務委員
小野　健太郎

副代表幹事
髙橋　年徳
（花巻北 RC）

事務局
佐々木真奈美・西村鈴子・蛇口光子

アドバイザー
藤本　純一

※表紙デザインは、「心象スケッ
チ～賢治月ごよみ～」と題し
て、宮沢賢治とその作品に触れ
ていただくページにしました。
毎月楽しみにお読みいただけ
れば幸いです。

◆
編
集
後
記
◆

ホームページを
2020-21年度版に
更新しました

地区ホームページも新年度版に更新しました。動画もアップします。
多くの皆さんに立ち寄っていただけるホームページにしてまいります。

2520地区
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第一分区
1 久慈 RC
2 二戸 RC
3 種市 RC
4 盛岡 RC
5 盛岡北 RC
6 盛岡西 RC
7 盛岡南 RC
8 盛岡東 RC
9 盛岡中央 RC

10 盛岡西北 RC
11 盛岡滝ノ沢 RC

第二分区
12 花巻 RC
13 花巻南 RC
14 花巻北 RC
15 北上 RC
16 北上西 RC
17 北上和賀 RC
18 岩谷堂 RC
19 前沢 RC
20 水沢 RC
21 水沢東 RC

第三分区
22 花泉 RC
23 平泉 RC
24 一関 RC
25 一関中央 RC
26 大船渡 RC
27 大船渡西 RC
28 陸前高田 RC
29 千厩 RC
30 気仙沼 RC
31 気仙沼南 RC
11

第四分区
32 釜石 RC
33 釜石東 RC
34 大槌 RC
35 遠野 RC
36 宮古 RC
37 宮古東 RC
38 山田 RC

第五分区
39 石巻東 RC
40 石巻西 RC
41 石巻南 RC
42 栗駒 RC
43 築館 RC
44 佐沼 RC
45 若柳 RC

第六分区
46 古川 RC
47 古川東 RC
48 岩出山 RC
49 加美 RC
50 大和 RC
51 松島 RC
52 塩釜 RC
53 塩釜東 RC
54 多賀城 RC
55 利府 RC
56 七ヶ浜 RC

第七分区
57 仙台 RC
58 仙台平成 RC
59 仙台青葉 RC
60 仙台冠 RC
61 仙台レインボー RC
62 仙台南 RC
63 仙台北 RC
64 仙台東 RC
65 仙台西 RC
66 仙台泉 RC
67 仙台宮城野 RC

第八分区
68 岩沼 RC
69 名取 RC
70 亘理 RC
71 角田 RC
72 丸森 RC
73 白石 RC
74 白石北 RC
75 柴田 RC
76 村田 RC
77 大河原 RC

国際ロータリー第 2520 地区 2020-2021 年度ガバナー事務所
〒 020-0034

盛岡市盛岡駅前通 1-44 ホテルメトロポリタン盛岡本館 4Ｆ
TEL：019-654-0550　FAX：019-654-0551

E-mail:ri2520@r4.dion.ne.jp

District 2520

Iwate…area

Miyagi…area


