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心象スケッチ ～賢治月ごよみ～④
実りの秋を迎えたイーハトーブの風景

Vol.4
本日付発行と推定される「銅鑼」八
号に、「ワルツ第CZ号列車」が掲載
された（1926）

友人の詩人森佐一にあてて手紙
を書き、詩誌を送られた礼を述べ
た（1932）

花巻農学校の修学旅行には同伴せず留
守番であったが、北海道から帰ってきた
一行30名を花巻駅で出迎えた（1925）

盛岡中学校寄宿舎生徒75名が2泊
3日で台温泉に遠足を行い、賢治
もこれに参加した（1910）

花巻農学校の元同僚の堀籠文之進が賢
治を見舞う。堀籠は日記に「面やつれして
本当に気の毒に耐えず」と記した（1929）

同人誌「アザリア」三輯が発行さ
れた。賢治は短歌「種山ヶ原」「原
体剣舞連」等を発表（1917）

病床で「雨ニモマケズ手帳」に、「こ
の夜半おどろきさめ」を記した
（1931）

法華経の正信に入った賢治は、こ
の夜大声で題目を唱えながら花
巻の町を歩いた（1920）

花巻高等女学校の音楽教諭藤原
嘉藤治と知り合う（嘉藤治の日記
に賢治の記述あり）（1921）

この頃、日蓮宗の宗教団体「国柱
会」に入信。父に改宗をせまる
（1920）

東北砕石工場の工場長鈴木東蔵が賢
治を訪問する。賢治は鈴木に、石灰肥料
について科学的な説明を行った（1929）

「アザリア」同人の中心メンバーであ
る、賢治、小菅健吉、河本義行、保阪嘉
内の4名で、記念撮影を行った（1917）

賢治の月ごよみ
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ロータリーは機会の扉を開く

2020-2021RI テーマ

ロータリーの目的は、意義ある事業の基
礎として奉仕の理念を奨励し、これを育
むことにある。具体的には、次の各項を
奨励することにある。

第 1　…知り合いを広めることによって奉
仕の機会とすること。

第 2　…職業上の高い倫理基準を保ち、役
立つ仕事はすべて価値あるものと
認識し、社会に奉仕する機会とし
てロータリアン各自の職業を高潔
なものにすること。

第 3　…ロータリアン一人一人が、個人と
して、また事業および社会生活に
おいて、日々、奉仕の理念を実践
すること。

第 4　…奉仕の理念で結ばれた職業人が、
世界的ネットワークを通じて、国
際理解、親善、平和を推進するこ
と。

ロータリーの目的

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

1．真実か　どうか
2．みんなに公平か
3．好意と友情を深めるか
4．みんなのためになるか　どうか

今年もイーハトーブの地に黄金色の稲穂が実る季節が訪れま
した。かつて東北の地は度重なる冷害に悩まされた歴史があ
ります。賢治の「グスコーブドリの伝記」は、そんな故郷へ
の豊かな実りの願いと、農民とともに歩もうとした自身の想
いがともに宿った作品と言えるでしょう。
物語では、…飢饉で両親を失ったブドリが、長じて勉学をなし、
イーハトーブに迫る火山噴火や干害、冷害などを、科学技術
によって克服します。そしてブドリの真摯さは我々に、苦境
にあっても学ぶことを忘れぬ尊さを教えてくれます。
また現在、人間の叡智が及ばない COVID-19 の脅威が全世界
に広がっています。賢治さんが生きていたならば、どのよう
な言葉を我々に授けてくれることでしょうか。「グスコーブド
リの伝記」のもう一つのテーマは「自己犠牲の精神」です。

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

10月

撮影／高橋弘喜
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　皆様こんにちは。コロナ渦でクラブ活動もま
まならず、やきもきしていることと存じます。
しかし、この機会を利用して各クラブともロー
タリーの魅力を発信できるよう戦略計画を練り
ましょう。その際に下記の考えを参考にしてく
ださい。
　ロータリーの「奉仕」とは、Service です。
日本人感覚で直ぐに思いつくのは値引きです。
一方、ホテルやレストランで「今日のサービス
に満足しました」と交わしてませんか。また、
医療、金融、教育、行政などに続けて〇〇サー
ビスと言いませんか。因みに、海外旅行で値引
きに使うのはサービスではなく Discount です。
本来のサービスとは、取引後に生じる形のない
効用や満足に対する行為のことで、ロータリー
の奉仕の理解に必要な解釈です。故にロータ
リー書籍の多くは職業を取り上げ、昨今は職業
人の中核的価値観も加え執筆しています。
　これまで職業分類に拘ってきたのは、卓話等
の機会を通じ他の職業を参考に自身の職業を磨
くためでした。ここで他のロータリアンの為に
提供する行為が「クラブ奉仕」です。他のメン
バーから学んだことを自身の職業に活かすこと
が「職業奉仕」です。これらの成果によって幸
せな社会を作ることが「社会奉仕」です。皆様
御存じの「ロータリーの目的」には、このこと
が明記されています。
　そして、ロータリーの基礎である職業をメン
バー相互に語り合う例会という機会を逃がさぬ
よう出席が問われます。
　この理屈を踏まえ、会員増強には、ロータリ
アンになって得られる個人スキルや職場活性
策を魅力として発信します。また、世間の認知
を高めるにはブランド連想が必要です。ベンツ

といえば高級車、アップルといえば iPhone と
いうように奉仕活動にも絞り込みが必要です。
ロータリーの冠を掲げるからには、クラブで行
う活動に重点分野に関わるものが必要です。そ
してインパクトのある紹介をします。例えば、
ポリオプラス。30年程前、年間 35万人が罹患
していた病を今では数例に封じ込めました。疾
病対応は勿論ですが、今日まで罹患なく暮らす
数百万の人々を生み、彼らに「社会を幸せにす
る一員」となるチャンスを与えたことです。きっ
と幾人かは、他の重点分野である「紛争予防」
や「安全な水の提供」に従事しているかもしれ
ません。

戦略計画立案の基礎
国際ロータリー第2520地区
2020-2021年度……ガバナー

伊 藤  智 仁
N o r i h i t o … … I t o

　ロータリーの目的は、意義ある事業の基
礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むこ
とにある。具体的には、次の各項を奨励する
ことにある。

1．…知り合いを広めることによって奉仕の機
会とすること。➡︎【クラブ奉仕】

2．…職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ
仕事はすべて価値あるものと認識し、
社会に奉仕する機会としてロータリア
ン各自の職業を高潔なものにすること。
➡︎【職業奉仕】

3．…ロータリアン一人一人が、個人として、
また事業および社会生活において、日々、
奉仕の理念を実践すること。

　　➡︎【身近な社会奉仕】
4．…奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的

ネットワークを通じて、国際理解、親善、
平和を推進すること。

　　➡︎【広域の社会奉仕】
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　商工会議所は、全国に 515 カ所が設置されて
おり、会員数は 124 万人を数えていますが、商
工会議所の会員を規模別で見ると約９割が中小
企業で占められています。中小企業はわが国経
済の基盤であり、雇用の７割、付加価値の約５
割を生み出しており、中小企業の強化により持
続的経済成長を推し進めていくことが最重要課
題となっています。
　岩手県内では、盛岡、釜石、一関、宮古、花巻、
奥州、北上、大船渡、久慈の９市に商工会議所
が設置されており、商工業の振興を通じた地域
社会の発展に寄与するため、幅広い事業を行っ
ています。花巻商工会議所は、昭和 22 年 9月
に県内で５番目に創立されましたが、私は第８
代会頭として平成 30 年６月から就任しており
ます。年々深刻化する人手不足、経営者の高齢
化による廃業の増加など人口減少社会に対応す
る課題や中心市街地の再生、賑わいづくり等の
地域課題に対応するため、令和２年度から３年
間を計画期間とする花巻商工会議所中期行動計
画（第５次）を策定し、地域社会の発展のため
の施策を推進しています。
　商工会議所は、その地区内における商工業の
総合的な発展を図り、兼ねて社会一般の福祉
増進に資することを目的としており、４つの特
徴（①地域性－地域を基盤としている、②総合
性－会員はあらゆる業種・業態の商工業者から
構成される、③公共性－商工会議所法に基づき
設立される民間団体で公共性を持っている、④
国際性－世界各国に商工会議所が組織されてい
る）を持っています。地域社会の課題解決に取
り組み、地域社会に持続可能な変化を生み出し

ていくためには、中小企業の活力強化や地域経
済の活性化が必要不可欠であり、民間経済団体
として設立・運営の自主性が確保されている商
工会議所が大きな役割を担っています。
　一方、ロータリーの目的は、「奉仕の理念を
①個人生活、②事業・専門職、③地域社会、④
国際社会において奨励・育成する」（＊）とされて
おり、ロータリーの会員は、人と人をつなぎ、
問題を解決し、持続可能な変化を生みながら、
次世代の世界をよりよい場所にすることを目指
して共に行動します。ロータリークラブは、商
工業者が組織する商工会議所よりも幅広い職業
分類の会員基盤であり、地域社会において「奉
仕する」意欲のある人が会員資格条件とされて
います。
　商工会議所とロータリークラブは、会員構成
が異なるものの地域社会を発展させて持続可能
なまちづくりを目指して活動している点は相通
ずるものがあります。
　地域経済の縮小は地域社会の活力低下につな
がります。新型コロナウイルス感染症拡大によ
り現下のわが国の経済状況は、極めて厳しい状
況にありますが、「骨太の方針 2020」で示され
た「ポストコロナ時代の新たな日常を通じた質
の高い経済社会の実現」に向けて、花巻商工会
議所会頭として、そして花巻ロータリークラブ
会員歴 32 年のロータリアンとして力を注いで
まいります。

「経済と地域社会の
　　　発展月間」に寄せて

花巻商工会議所会頭

髙 橋  　 豊（花巻ＲＣ）

＊…「今日からロータリアン」（ロータリー情報研究会発行）より
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　今年の夏は猛暑に加え、新型コロナウイルス
感染拡大による社会や生活への影響が深刻化
し、経済活動も制限を受けております。この様
な状況下、当地区の米山記念奨学会事業にも大
きな影響がでております。当初予定しておりま
した事業計画は、中止又は延期を余儀なくされ、
各クラブの皆様・奨学生には、多大なご迷惑を
おかけしていることをこの紙面を借りてお詫び
申しあげます。
　さて、10 月は米山月間です。日本独自の特
別月間で、米山奨学事業の意義を深く認識し、
寄付金を募る活動をすることを推奨されていま
す。ロータリー米山記念奨学事業は、日本のロ
一タリーが作り育てた独自の事業で、全 34 地
区が参加する多地区合同プロジェクトです。勉
学、研究を志して日本で学ぶ外国人留学生を、
日本全国のロータリアンの寄付金を財源として
奨学金を支給し支援しています。2019 年度 4
月採用の奨学生は全国で 869 人と、外国人留学
生を対象とした民間の奨学金では国内最大規模
です。
　この奨学金最大の特徴は「世話クラブ・カウ
ンセラー制度」です。奨学生一人ひとりにカ
ウンセラーが親身になって世話をしています。
1971 年にカウンセラー制度が導入されて以来、
奨学生とカウンセラーによって国際交流と親善
の歴史が育まれてきました。
　ここでカウンセラーの役割について触れてみ
ます。世話クラブでカウンセラーを通じて奨学
生と交流することは、国際理解の推進と人を育
てる事業の実践です。奨学生にロータリーの精

神を伝え、会員に外国人留学生支援の意義を伝
える。相互の「橋渡し役」としてのカウンセラー
の存在は非常に重要です。橋渡し役としての具
体的内容は次のことが考えられます。世話クラ
ブ会員や事務局の方との交流、学校だけでは経
験できない体験をさせる。奨学生に卓話を積極
的に奨励する。そして、同期・先輩カウンセラー
と情報を共有する。この事が米山奨学生として
の意義づけや学びにつながります。
　今月の米山月間等には、奨学生の卓話と近隣
クラブへの紹介の機会を与えて下さい。特に奨
学生の世話をしたことのないクラブでは、奨学
生事業の理解を広げることに役立つ奨学生の卓
話を地区の米山委員会でとりまとめております
のでご一報ください。
　また米山月間では寄付金を募る活動をするよ
う推奨されておりますが、当地区の個人平均寄
付額は全国平均で低ランクになっています。そ
のため奨学生の新規採用数に大きな影響を与え
ています。ちなみに、当地区の 2021 学年度の
新規採用数は 10.5 人です。より多くのクラブ
に世話クラブを経験していただくためには、寄
付金の増額が必要です。尚一層のご協力をお願
いします。
　この原稿がガバナー月信で皆様の目に留まる
頃には 2020 年度の第一四半期が終わっており
ます。改めて今後の行事予定については新型コ
ロナウイルス感染状況を注視しながら判断して
参りますので何卒ご理解ご協力をよろしくお願
い申しあげます。

「米山月間」に寄せて

米山記念奨学会委員長

清 水  　 努（塩釜ＲＣ）
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 ガバナー公式訪問 報告

2020-21 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2520

　４クラブ合同での例会でした。本来であれば多数の会員で伊藤
ガバナーを歓迎し、お話をうかがいたいところでしたが、新型コ
ロナウイルスの関係で密にならぬよう人数制限し、選抜した会員
だけの出席となりました。
　会長 · 幹事会では伊藤ガバナーと、ざっくばらんにお話するこ
とができました。クラブで行っている活動を、ロータリーの６つの
重点分野と結びつけるようにとのアドバイスを頂きました。今年
度の活動計画を今一度見直し、ロータリーのどの部分の活動な
のか明確にしようと思いました。「クラブの魅力、
ロータリーの魅力を少しでも伝えられるようになろ
う」と、改めてクラブ会長としての責務を感じまし
た。（報告者：菊地敏文／釜石東 RC会長）

　ガバナー公式訪問の際は同行者もあり参加人数が増加するた
め会場を広く設営できる盛岡グランドホテルにてコロナ感染防止
の対策に配慮したうえでの開催となりました。
　伊藤ガバナーのお話は誠実なお人柄と相まって為になる内容ば
かりでしたが、特に感銘を受けた内容は「奉仕は英語に訳すと
serviceなのだ」という事でした。
　奉仕という言葉は広い意味があり、それぞれのバラバラな解
釈が有ると言っても良いと思いますが、奉仕は施しとかではなく
serviceなのだというお話はとても深い意味があり、奉仕につい
て皆がバラバラに抱いている概念を大きく変える貴重なお話だっ
たと感じています。
　コロナで地域を越えた会合が難しい状況ではあ
りますが、その中で得られたお話と出会いに感謝
したいと思います。
（報告者：大平騰一／盛岡 RC幹事）

　新型コロナが騒がれている中、夜例会で懇親会も行いました
ので新型コロナ対策（マスク着用、手指の消毒の徹底、会場の
換気、検温）を十分にしながら開催いたしました。
　例会前は会長幹事会を開催し各クラブの現状を報告・意見交
換し伊藤ガバナーより貴重なアドバイスをいただきました。
　例会の中で会員増強について会員一人ひとりがロータリーの魅
力を語らなければならないこと、ロータリーの魅力とはクラブの
ために個々の持っている情報を提供することで会員がよくなって
いくそしてクラブがよくなっていく、また、公共イ
メージの向上について熱意ある講話で大変有意義
なガバナー公式訪問となりました。ありがとうご
ざいました。（報告者：西村進一／久慈 RC幹事）

　ロータリーの「奉仕」は、もともとボランティアではなく「サービス」
と表記されていること、そしてそれが理にかなっていることを伊藤
ガバナーのお話から知ることができました。また会員増強について
は、「数字を追いかける従前の方法に限界がある」というクナーク
RI 会長の考え方と合わせ、今後の勧誘活動の具体的なヒントを頂
戴いたしました。
　例会では当クラブの自慢のロケーションのもと和やかに昼食を
ともにし、その後今年度の「ロータリーは機会の扉を開く」につ
いて講演していただき、会員各位この一年をガバナーと共に奉仕
活動を遂行する決意を新たにしたところです。
　世情を鑑みクラブ親睦活動もままならない時世
ですが、今年度を乗り切りたいと思います。
（報告者：山地信行／盛岡北 RC幹事）

釜石・釜石東・大槌・遠野ロータリークラブ

盛岡ロータリークラブ久慈 · 種市ロータリークラブ

盛岡北ロータリークラブ
■訪問日：7月15日（水） ■会場：ホテルサンルート釜石

■訪問日：8月7日（金） ■会場：盛岡グランドホテル■訪問日：8月6日（木） ■会場：久慈グランドホテル

■訪問日：8月5日（水） ■会場：ホテルメトロポリタン盛岡 ニューウイング11Ｆ
■同行者：丸木久忠ガバナー補佐　嶋利幸総務委員長

■同行者：柴田茂ガバナー補佐　菊池忠彦代表幹事■同行者：東井千明ガバナー補佐　照井敬孝副代表幹事

■同行者：柴田茂ガバナー補佐　佐々木繁樹総務副委員長

※QRコードは公式訪問の動画です。
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第1分区

第1分区第1分区

第1分区

 ガバナー公式訪問 報告

　伊藤ガバナーがお話された中で、「今年度は、数値を追いかけ
るのではなく、先にやらないといけないことが他にあるのではな
いか。従来の考え方を踏襲するのではなく、切り口を変えると違っ
たものなる。職業奉仕が基本ではないか。卓話に重点を置くこ
とが大事である。会員の皆さんが卓話に重点を置き、魅力的に
話すことで高度な知識が増えていき、さらに会員増強につながり、
未来は繁栄する。そして、クラブ活動を楽しいものにしなければ
なりません。また、奉仕活動については、各クラブごとに公共イ
メージを含めて行っていただいているが『６つの
重点分野』に該当した活動をお願いしたい。」と
いう事が印象に残りました。
（報告者：瀧川誠／盛岡東 RC会長）

　例会に先立ち、当クラブ会長、会長エレクト、幹事とガバナー
訪問団と懇談会を開催し、当クラブの状況を村上会長より説明
の後、伊藤ガバナーよりさまざまなご指導をいただきました。例
会卓話では、あらゆる職業により世の中が構成されている故によ
るＲＣの「職業分類」へのこだわり、「オポチュニティ」「奉仕」「ボ
ランティアとサービス」「数を追う会員拡大から魅力を伝える思考
への転換」等様々なキーワードからロータリークラブ、活動の在
り方を考えさせられる時間となりました。
　コロナ禍の中、夜例会からの昼例会への変更とちょっと残念で
したが、入会し日が浅い私には、活動を続けるた
めのヒントを得られた時間となりました。ありがと
うございます。
（報告者：東　透／盛岡西北 RC幹事）

　例会に先立ち、会長幹事との懇談会では、今年度のクラブの目
標 ·活動計画 ·クラブの現状等について意見交換致しました。
　例会では、ロータリーの目的を６つの重点分野をあげて話され、
次に職業分類、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、卓
話について、その意味を一つ一つ丁寧に例えを入れながら講話され、
おおいに参考になりました。会員増強についても、できることから
一歩踏み込んで早速取り組んでいきたいと思います。最後はガバ
ナー御一行を囲んでの記念撮影となり、有意義なガバナー公式訪
問となりましたこと、心より感謝申し上げます。
（報告者：徳田一夫／盛岡西 RC会長）

　コロナウイルスも夏の暑さも吹き飛ばすような、明るく元気な
風をガバナーは当クラブに吹き込んで下さいました。
　ガバナーは、内村会長の今年度の重点項目の中の「卓話の充
実」について取り上げられ、メンバーが自分の職業についてプロ
ならではの卓話をすることの大切さを、「ロータリーの目的」に即
して話されました。意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励
している各ロータリアンが、各自の職業を高潔なものにする努力
を重ねた上でつかみ得た貴重な体験を、卓話で分かち合うこと
が即ち職業奉仕であり、クラブ奉仕なのだ、ということ。そして
卓話をより意義あるものとするためにも、一層職業上の高い倫理
基準を保ち、自分自身を磨き上げて行くべき、と
ロータリアンとしての道筋を明示されました。あり
がとうございました。※下線部分が「ロータリーの目的」
（報告者：南郷成民／盛岡中央 RC幹事）

盛岡東ロータリークラブ

盛岡西北ロータリークラブ盛岡西ロータリークラブ

盛岡中央ロータリークラブ
■訪問日：8月17日（月） ■会場：盛岡グランドホテル

■訪問日：8月26日（水） ■会場：ホテルメトロポリタン盛岡 NEW WING■訪問日：8月20日（木） ■会場：アートホテル盛岡

■訪問日：8月18日（火） ■会場：ホテルエース盛岡
■同行者：柴田茂ガバナー補佐　照井敬孝副代表幹事

■同行者：柴田茂ガバナー補佐　渡辺正乃総務委員■同行者：柴田茂ガバナー補佐　佐々木繁樹総務副委員長

■同行者：柴田茂ガバナー補佐　照井正樹副代表幹事

※QRコードは公式訪問の動画です。
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第7分区第1分区

第2分区

 ガバナー公式訪問 報告

2020-21 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2520

　ブランドとしてのロータリーという言葉が印象的でした。ロー
タリーのソーシャルイメージが現状強固とは言えないのではない
か、というお話がありました。例えば当クラブでいえばミャンマー
教育支援プロジェクト等の社会奉仕部分について、もっとロータ
リーのみならず地域社会にもアピールして良いのではないか、ま
たそれが会員増強につながるのではないか、というご指摘があり
ました。ロータリーの目的（第 1～第 4）について、改めてその
真意を実践的にご説明いただいた事が大変印象的で、「わかりや
すかった」と大変好評でした。
（報告者：鹿野英生／仙台北 RC幹事）

　例会に先立ち行われた会長 · 幹事会では、守屋和彦会長より
今年度の活動方針を説明し、伊藤智仁ガバナーからは、各活動
に対し、『思いをつなげる』『意味をもたせる』ことが大事である
というお言葉をいただきました。数字だけ、結果だけを追ってし
まいがちですが、目的をもって活動するということを教わりまし
た。
　引き続き行われた例会では、伊藤ガバナーより、ＲＣの本質的
な事柄を意識することの重要さをお話しいただきました。
　ご訪問いただきました3名様におかれましては、お忙しい中ご
訪問いただき、有意義な例会となりました。今後
の活動に反映していきたいと思います。ありがと
うございました。
（報告者：佐藤晴紀／盛岡滝ノ沢 RC幹事）

　合同例会に先立ち、3RC合同会長 · 幹事会が開催され、佐藤ガ
バナー補佐の進行により、３クラブの2020-21 年度の活動計画等
について説明させていただきました。伊藤ガバナーより、「ロータリー
の目的」、職業分類の原則一業種一社の意味と意義についてのお話
を頂きました。また、卓話で自分の職業について語る意味と、職業
を通じて社会に尽くすことの重要性をご教授頂きました。
　合同例会では、伊藤ガバナーよりＲＣの“ポリオ撲滅活動の意味
と意義について”及びＲＣ活動のあるべき姿についてご指導を頂き
誠に有難うございました。
　この度の公式訪問により、ＲＣ活動の原点につい
て理解を深める事ができました。公式訪問に感謝申
し上げます。（報告者：藤村秀一／北上 RC幹事）

仙台北ロータリークラブ盛岡滝ノ沢ロータリークラブ

北上 · 北上西 · 北上和賀ロータリークラブ

■訪問日：9月2日（水） ■会場：江陽グランドホテル■訪問日：8月27日（木） ■会場：心と体のバランス塾 田むら

■訪問日：8月25日（火） ■会場：ホテルシティプラザ北上  ■同行者：佐藤博文ガバナー補佐　嶋利幸総務委員長

■同行者：菊池忠彦代表幹事■同行者：柴田茂ガバナー補佐　菊池忠彦代表幹事

北上和賀 RC北上 RC

北上西 RC
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ホームページで
ミニセミナー開催
8月に予定しておりました「地区ロータリー財団セミナー・補
助金管理セミナー（8/1）」、「４委員会合同セミナー（8/22）」
は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一同に会する
形での開催はできませんでしたが、ホームページにミニセミ
ナーとして動画や資料を掲載しております。ぜひご覧いただ
き、各クラブでご活用ください。

１．挨　　拶 ガバナー 伊藤　智仁　
２．ロータリー財団からのお願い ロータリー財団委員長 菅原　一博
３．ロータリー財団について ロータリー財団副委員長 山口　淑子
４．補助金申請
　　（地区補助金・グローバル補助金） 補助金委員長 梶浦　　正
５．資金推進 資金推進委員長 田鎖　幸司
６．ポリオ・プラス ポリオ・プラス委員長 山口　淑子
７．補助金管理・ＭＯＵ 補助金管理委員長 小野寺則雄
８．ロータリー平和フェローシップ ロータリー平和
 フェローシップ委員長 橋浦　　寛
９．ロータリー財団学友会 学友委員長 橋浦　　寛

1）挨　　　拶 ガバナー 伊藤　智仁
2）講　　　演 国際ロータリー 
 　第2620地区パストガバナー 髙野孫左ヱ門 様（甲府 RC）
3）地区委員長 ●クラブ奉仕委員長 工藤　武三（二戸 RC）
 ●職業奉仕委員長 松坂　宏造（仙台東 RC）
 ●社会奉仕委員長 藤村　孝史（盛岡北 RC）
 ●会員増強・
 　R公共イメージ向上委員長 小野寺則雄（二戸 RC）

掲載資料一覧

掲載動画・資料一覧

メッセージ

1. 承認後にプロジェクトを開始すること。承認前に経費が発生してはならない。※１
2. 地区補助金からの資金を利用したプロジェクトと活動はすべて、財団が支給してから 24 カ月以内に完了する必要
　がある。※２　⇒継続事業不可。同じ事業を繰り返してはいけない。
3. 現ロータリアンは補助金の受領者または受益者になってはならない。※３
　⇒ロータリアンが業者として受注、交通費、食事代などを受けることはできません。ただし、特別な理由がある場合は事前に
　　ご連絡ください。

地区ロータリー財団セミナー

地区4委員会合同セミナー（クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、会員増強・R公共イメージ向上委員会）

参照：『ロータリー財団 地区補助金とグローバル補助金 授与と受諾の条件（2019年７月）』
https://my.rotary.org/ja/document/728

※１： 参照資料 P1　「Ⅱ.受領資格の指針5.」
※２： 参照資料 P10　「地区補助金」
※３： 参照資料 P13-14　「補助金の受領資格」

補助金申請にあたっての主な注意点



10

クラブ 氏　名 職業分類 退会日

盛岡 工　藤　博　司 内科医 8/1

水沢東 千　葉　加寿子 ホテル業 7/20

石巻東 菊　田　　　昭 建設業 8/31

若柳 佐々木　一　寛 信用組合 7/2

仙台 等々力　　　健 全国放送 7/7

クラブ 氏　名 職業分類 退会日

仙台 秋　本　浩　志 ビール製造販売 8/4

仙台青葉 牧　野　弘　明 洋酒製造 8/31

仙台東 新井川　勝　久 内科医 9/7

亘理 渡　辺　　　辰 染物 8/6

白石 渡　辺　大　助 信用金庫 8/31

2017 -2018年度 第2520地区奨学生が母校常盤木学園で奏でるピアノコンサート

すぎ　　もと　　　 だい
杉元 太

P R O F I L E (DAI SUGIMOTO)杉元 太

ピアノコンサート
宮城県東松島市出身。常盤木学園、東京音楽大学
ピアノ演奏家コースを経て、東京音楽大学鍵盤楽
器研究領域修了。仙台南RC 60周年記念事業特別
派遣クラブ留学生。2017-2018年度ロータリー財
団地区補助金奨学生としてヨーロッパに留学。

宮城県東松島市出身。常盤木学園、東京音楽大学
ピアノ演奏家コースを経て、東京音楽大学鍵盤楽
器研究領域修了。仙台南RC 60周年記念事業特別
派遣クラブ留学生。2017-2018年度ロータリー財
団地区補助金奨学生としてヨーロッパに留学。

2020 10 10 土

■会場   常盤木学園シュトラウスホール
■開演   15時（開場 14時30分）
■料金   1,000円

※お問い合わせ／杉元太ピアノコンサート実行委員会　仙台南ロータリークラブ　TEL 022-223-3652

※本事業は、地区ロータリー財団補助金を活用しております。

Dai Sugimoto Piano Concert

2020-21 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2520

新入会員紹介

退会会員報告 訃　　報

築館 RC
千　葉　恒　平

1984 年 4月入会
2020年8月13日ご逝去（享年80歳）

謹んでご冥福をお祈り申し上げます

築館 RC

鈴
すず

　木
き

　守
もり

　夫
お

2020.8.1 入会
和裁

盛岡東 RC 岩出山 RC

仙台 RC 仙台 RC 仙台青葉 RC

高
たか

　橋
はし

　康
こう

　介
すけ

真
ま

　山
やま

　隆
たか

　宏
ひろ

亀
かめ

　井
い

　昭
あき

　男
お

曽
そ

根
ね

原
はら

  　努
つとむ

小
お

　野
の

　幸
こう

　治
じ

2020.8.17 入会 2020.7.1 入会

2020.8.25 入会 2020.8.25 入会 2020.9.9 入会

石材店 衣料販売

総合商社 建設業 電気工事

北上西 RC

仙台冠 RC

平
ひら

　野
の

　大
だい

　介
すけ

佐
さ

々
さ

木
き

　伸
しん

　介
すけ

2020.9.3 入会

2020.8.19 入会

行政

清掃業

北上西 RC

仙台北 RC

石
いし

　川
かわ

　祐
ゆう

　介
すけ

加
か

　藤
とう

　　誠
まこと

2020.9.3 入会

2020.8.26 入会

不動産

金融リース

水沢東 RC

仙台泉 RC

千
ち

　葉
ば

　恭
やす

　義
よし

長
なが

　山
やま

　英
ひで

　樹
き

2020.7.21 入会

2020.8.20 入会

ホテル業

不動産販売

大船渡西 RC

仙台宮城野 RC

籔
やぶ

　　哲
よし

　之
ゆき

内
ない

　藤
とう

　茂
しげ

　美
み

2020.8.27 入会

2020.9.3 入会

廃棄物処理業

医薬品卸売業

気仙沼南 RC

名取 RC

斎
さい

　藤
とう

　昭
あき

　子
こ

藤
ふじ

　田
た

　和
かず

　俊
とし

2020.7.1 入会

2020.9.3 入会

漁具販売

住宅建築業

寄付分類 所属クラブ 氏　　名

マルチプルフェロー

盛岡中央 RC 南　郷　成　民

盛岡西北 RC 安　藤　敏　樹

水沢東 RC 高　橋　悦　彌

遠野 RC 菊　田　　　隆

ポールハリスフェロー 盛岡西北 RC 伊　藤　和　則

寄付分類 所属クラブ 氏　　名

ポールハリスフェロー

盛岡西北 RC 宮　澤　俊　次

盛岡西北 RC 村　田　和　士

盛岡西北 RC 高　橋　淳　一

仙台西 RC 古　積　　　昇

仙台西 RC 梅　宮　隆　志

寄付分類 所属クラブ 氏　　名

米山功労者 一関中央 RC 佐　藤　　　精

■ロータリー財団

■米山記念奨学会

寄付報告（8月）
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日　　程 行　　　　事 場　　　　所

10
月

3日（土） 《延期》ＲＬＩ研修会パートⅢ…
3日（土） 《中止》角田RC創立60周年記念式典
4日（日） 《中止》米山記念奨学会研修会
17日（土） 《延期》第2520地区…地区大会（～18日）…⇒2021年4月17·18日 岩手 花巻温泉ホテル紅葉館
24日（土） ＲＬＩファシリテーター勉強会 宮城 第一日本オフィスビル
24日（土） 《中止》岩出山RC創立50周年記念式典

11
月

7 日（土） 21-22 派遣…青少年交換オリエンテーション 岩手 アイーナ（盛岡）
14日（土） 21-22 派遣…青少年交換オリエンテーション 宮城 常盤木学園高等学校
15日（日） 《中止》米山記念奨学会・学友会りんご狩り
24日（火） 《延期》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
24日（火） ロータリー財団セミナー オンライン開催
25日（水） 第２回 GETS、GNTS 東京 ホテルオークラ東京
25日（水） ロータリー研究会 オンライン開催
26日（木） 第２回ガバナー会議 オンライン開催

　先日、クラブ事業で国立天文台水沢VLBI 観測所の本間希樹所長の『電波望遠鏡で挑
む最新天文学』と題する講演を聞く機会がありました。ブラックホールシャドウの撮
影に成功した、あの本間さんです。この水沢の天文台は第 2分区岩手県奥州市にあり、
明治 32年（1899 年）「緯度観測所」という名称で開所されました。今年度の「月信」
の表紙は毎号、宮沢賢治の作品をテーマに制作しております。宮沢賢治もこの緯度観
測所を数回訪問していたことが『風野又三郎』『銀河鉄道の夜』といった作品から分か
るとのこと。とても興味深いお話を伺えました。ちなみに、この講演会はオンライン
配信で、長崎と大阪の高校など県内外 37カ所から 100 名以上が参加。
天文学の話をオンラインで九州の生徒さんと語らう、なかなか夢のあ
る時間でした。

◆ 

編
集
後
記 

◆

2020-2021年度行事予定表（10・11月）

月信 9 月号の「分区の紹介」の仙台東 RC の会長、幹事の写真が
逆になっておりました。お詫びして下記の通り訂正いたします。

お 詫 び と 訂 正

今年度の「ロータリー青少年指導者養成プログラム（ＲＹＬＡ）」
は、新型コロナウイルス感染防止のため、中止いたします。

近い将来、ロータリー文庫を電子図書館にする計画です。7 月 1 日か
ら資料を閲覧するにはパスワードが必要になりました。これまでの図
書館は来館しなければ資料を閲覧できませんでした。電子図書館にな
ればいつでもどこでも閲覧できるようになります。

2020-2021年度 RYLA中止について

吉…田　和…洋（花巻 RC）月信編集長

お 知 ら せ

 ロータリー文庫

　8月になりましたが、タイはあまり季節感もなく、毎日 35 度

前後の暑い日が続いています。博士課程２年目の新学期は始まり

ましたが新型コロナウイルスの影響で、実際に学校で行われる授

業は減り、代わりにオンラインでの授業数が増えました。最初は

あまり慣れませんでしたが、今学期はオンラインでの授業がどこ

の大学、高校などの教育機関でも主流になっているようです。

　現在、研究面では現代美術に関する論文を毎月、教授の指導の

下、書いております。新型コロナウイルスの影響もありまだ定か

ではありませんが、渡航が可能であればインドネシアでの学会で

の研究発表も予定しています。また、指導教授のアシスタントと

して、新しく建設されている国会議事堂へ寄贈する絵画制作のア

シスタントもしております。オンライン、対面授業を組み合わせ

ながら授業や論文指導を受けております。

　タイでは、新型コロナウイルスの感染者は 3カ月ほど出ていま

せんので、生活の面で外出規制などの不自由はありませんが、政

府の指示で未だに色々とその他の規制は続いています。またタイ

人の方々は、マスク着用、手洗い消毒、お店や施設での検温に協

力的で感染者を出さない努力が続いていると感じています。色々

な変化があり、オンライン授業や実際の学校での授業もあります

が、私自身も手洗いやうがいなど健康面に気を付けて今後の学業、

生活を続けていきたいと感じています。（2020.8.28 報告）

奨 学 生 レ ポ ー ト

田 山  ま り

2019-2020・2020-2021年度
ロータリー財団地区補助金奨学生

岩手県盛岡市出身。高校生の時、第 2520地区ロータリー青少年交換
（長期）派遣生としてスウェーデンに 1年間留学。2019年 7月、タイ
国立シラパコーン大学大学院博士課程後期・国際美術学部入学。

Japan Rotary Clubs Library

〈ロータリー文庫通信〉第383号-2020年8月

■�今年度のホームページは更
新頻度が高い！

■�集合開催のできないセミ
ナーや行事の動画 · 資料を
アップ！
■�ガバナー公式訪問の動画も
随時アップ！
■�クラブにお送りした「地区
からのお知らせ」も掲載水沢VLBI観測所QR

ホームページ
Attention



77

76
75

7473

72

71

70

676665

6469

68

63

62

61

6057

56

55

54

5958

5352

5150

4746

45

44

49

48

4342

4140

3736

35

34

39

38

3332

3130

2726

2524 29

28

23 22

2120

171615

14

1918

1312

11

10

7654

98

3

2

1

第一分区 会員数

1 久慈 RC 27
2 二戸 RC 46
3 種市 RC 19
4 盛岡 RC 78
5 盛岡北 RC 37
6 盛岡西 RC 23
7 盛岡南 RC 48
8 盛岡東 RC 24
9 盛岡中央 RC 23
10 盛岡西北 RC 47
11 盛岡滝ノ沢 RC 10

第二分区
12 花巻 RC 31
13 花巻南 RC 34
14 花巻北 RC 37
15 北上 RC 39
16 北上西 RC 17
17 北上和賀 RC 22
18 岩谷堂 RC 14
19 前沢 RC 15
20 水沢 RC 17
21 水沢東 RC 29

第三分区
22 花泉 RC 11
23 平泉 RC 12
24 一関 RC 18
25 一関中央 RC 15
26 大船渡 RC 35
27 大船渡西 RC 44
28 陸前高田 RC 18
29 千厩 RC 26
30 気仙沼 RC 27
31 気仙沼南 RC 41

第四分区
32 釜石 RC 21
33 釜石東 RC 28
34 大槌 RC 7
35 遠野 RC 17
36 宮古 RC 33
37 宮古東 RC 23
38 山田 RC 21

第五分区 会員数

39 石巻東 RC 38
40 石巻西 RC 27
41 石巻南 RC 23
42 栗駒 RC 13
43 築館 RC 20
44 佐沼 RC 51
45 若柳 RC 26

第六分区
46 古川 RC 44
47 古川東 RC 41
48 岩出山 RC 13
49 加美 RC 16
50 大和 RC 5
51 松島 RC 7
52 塩釜 RC 35
53 塩釜東 RC 11
54 多賀城 RC 32
55 利府 RC 15
56 七ヶ浜 RC 13

第七分区
57 仙台 RC 122
58 仙台平成 RC 11
59 仙台青葉 RC 54
60 仙台冠 RC 19
61 仙台レインボー RC 14
62 仙台南 RC 45
63 仙台北 RC 62
64 仙台東 RC 59
65 仙台西 RC 35
66 仙台泉 RC 51
67 仙台宮城野 RC 25

第八分区
68 岩沼 RC 33
69 名取 RC 42
70 亘理 RC 17
71 角田 RC 19
72 丸森 RC 16
73 白石 RC 20
74 白石北 RC 11
75 柴田 RC 19
76 村田 RC 15
77 大河原 RC 33

（7月末現在）
会員数合計 2,186

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


