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心象スケッチ ～賢治月ごよみ～⑨
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退院し療養していた妹トシが花巻へ
と帰る（1919）

農学校の同僚堀籠文之進と一関へハ
イキング、歌舞伎を見物し信仰の話を
し、始発列車で花巻に帰る（1923）
花巻農学校において、国民高等学校第八
回講義。「農民芸術概論」の、「農民芸術の
興隆」「農民芸術の本質」を講じた。（1926）

『児童文学』第二冊に「グスコーブ
ドリの伝記」発表（1932）

盛岡高等農林学校を卒業。研究生
として残り、稗貫郡の土性調査にあ
たる（1918）

保阪嘉内が『アザリア』に発表した作
品が原因で除籍処分となる（1918）

保阪嘉内の除籍の理由を教授に問
いただし、憤慨して帰宅する（1918）

農学校の元教え子で上郷小学校教
師の沢里武治あてに手紙を書き、作
曲のアドバイスなどをした（1931）

賢治の月ごよみ
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稗貫農学校教諭として初めての卒業生を
送り出す。卒業生は藤原嘉藤治より歌唱
指導を受け、「精神歌」を歌った（1922）

賢治17歳、盛岡中学校を卒業する
（1914）

盛岡高等農林学校の修学旅行。東
北本線に乗り東京、静岡、京都へ
出発した（1916）
盛岡高等農林学校を除籍になり、
郷里に帰った親友保阪嘉内にあ
てて、手紙を出した（1918）

花巻農学校において、国民高等学校第十
回講義。「農民芸術概論」の「農民芸術の
主義」「農民芸術の制作」を講じた（1926）

小林六太郎宅を出て本郷の稲垣信
次郎方二階に間惜りをする（1921）

花巻川口尋常高等小学校を卒業。
賢治の成績は「全甲」であった（1909）

盛岡高等農林学校の修学旅行の帰
途に賢治ら有志12名は、伊勢神宮
に立ち寄った（1916）

花巻農学校を依願退職（1926）
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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

花巻農学校で教鞭をとっていた頃は、賢治の生涯の中でも最
も明るさに満ちた時期ではなかっただろうか。そしてこの「生
徒諸君に寄せる」詩は、母校である盛岡中学の卒業生に贈り
書かれたものであったが、それは未完のまま発表されること
はなかった。しかしそのおかげでこの詩の持つパワーは、特
定の学校の生徒ではなく、日本中の、いや世界中のあらゆる
若者たちへのメッセージ足り得ることとなった。
高村光太郎は「岩手の人沈深牛の如し」と詠った。黙しなが
ら実直に事を為すのも岩手人の美徳ではあるが、賢治はさら
に過激だ。時代の奴隷とならず、むしろ新しい時代を拓けと。
自然からエネルギーをもらい、新たな詩人、科学者となれと。
コロナ禍の 2021 年 3 月。今年も多くの生徒たちが、学び舎
を巣立って行く。

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

3 月

写真協力／ 花巻北高校、㈲藤原写真

奨学生レポート………………………………………………………7
米山記念奨学生
謝　霞

新入会員紹介／退会会員報告…………………………………………6

寄付報告…………………………………………………………………6

2020-2021年度地区大会中止のお知らせ… …………………………6

2020-2021年度行事予定表… …………………………………………7

編集後記…………………………………………………………………7
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　皆さま健康にお過ごしでしょうか。COVID-19
ワクチンの登場も期待されるまでとなりました
が、開始時期はもとより、その効果が現れるま
でにはまだ相当の時間が掛かりそうです。既に
地区内の休会も 28 クラブとなりました。まだ
増えそうな気配です。毎度の話ですが、あえて
この機会にロータリーを見直してみましょう。
私は「ロータリーの友」誌に掲載しているポー
ルハリスの漫画を見ると、設立当時から「社会
に役立つ団体とは何ぞや？」とする葛藤を続け
て今に至っているなと思います。勿論、答えは
一つに非ずです。ただし「四つのテスト」や「ロー
タリーの目的」の理解者が集まる団体ですから、
概ねのところは共感できていると思います。本
来であれば月間テーマである『水と衛生』に触
れるところでしょうが、いつもと同様、『何故
ロータリークラブは入会に高い制限を設けてい
るのか？』という私の考えを披露します。強要
するものではありませんので、参考になれば幸
いです。
　職業こそが社会を構成する基礎であり、より
高次の幸せを願うならば、更にしっかり “基礎 ”
に育てなければならない。よって、「様々な職
業が互いに切磋琢磨出来る組織がロータリー」
と皆様に申し上げてきました。そして、全体の
底上げを一刻も早く計るには、職業が多種であ
るほど効果は増します。年間延べ 50 時間に及
ぶ例会の時間は、1日 8時間で換算すると 6日
分です。中身半分としても、世間で開催してい
る 3日間のセミナー費用と比較して、クラブ
の年会費は割安でしょう。これを可能としてい

る理由は、各メンバーの持つ専門分野の知識や
諸々の経験が高い価値を持っているからに他な
りません。こう考えると会員選考のヒントが見
えると思います。職業分類は簡単に出来ますが、
問題は人物選考。ここでのポイントは、「自ら
の職業を磨く意欲を持っていること」と「仲間
の参考になる情報を提供する姿勢があるかどう
か」です。意欲も無く、発信もしない人なら候
補になりません。繰り返しますが、「仲間の話
題に触れながら、得たヒントで自身の職業を磨
くことが出来る」というロータリーの魅力を理
解すれば、例会欠席はもったいないのです。と
いっても仕事もせずにメーキャップに夢中では
職業における実践が出来ません。週一時間とす
る仕組みは良く出来ていると思います。
　さて、今年は、東日本大震災から 10年です。
いま、こうして社会に役立とうとロータリー活
動を続けていられるのも、あの時全国の仲間か
ら支援を頂いたからこそと思います。被害の大
きかった沿岸地域は、新しい道路や高台の街、
そして強固な防潮堤が整備され安心出来る生活
基盤が整いました。感謝の念に堪えません。た
だし、この先の恩返しにロータリアンに相応し
い対応かどうかの分かれ道があると思います。
頂いた恩を返すのか。頂いた恩に報いるのか。
例えば、ロータリーが行う青少年育成事業の本
質は彼らの成長、即ち未来の活躍に期待した支
援です。これに照らし合わせると、あの時の支
援に報いるとは、より立派なロータリアンに成
長していることであると思います。

『ロータリーの魅力』。
そして『恩返し』と『恩に報いる』

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
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　私の職業分類は「建設業」ですが、管工事い
わゆる上下水道・“ 水 ” に関する工事が主たる
業務です。私たちが築いてきた安心・安全なラ
イフラインをより未来へ発展させ、これからの
未来を担う子供たちへ繋げていくことが私たち
の使命だと確信し、日々業務にあたっています。
　「水と衛生月間」にあたり、私たち花巻北ロー
タリークラブ（瀬川賢孝会長）の “ 水 ” に関す
る国際奉仕活動をご紹介させていただきます。
　花巻北ロータリークラブは、2019 年からカ
ンボジアで井戸掘り事業を行っております。公
益社団法人アジア協会アジア友の会（JAFS）の
ご協力のもと、カンボジアで井戸掘りを行い、
その事業を通じて他国、他地域、他民族の人々
の暮らしを学び、文化・歴史・習慣などの国際
理解を深めています。
　具体的な事業内容を説明すると、事業は２年
計画で進めており、最初の１年目はカンボジア
の地元の業者へ委託し工事にあたってもらいま
した。もちろん井戸建設費用は当クラブの負担
です。地元の業者に事業を進めてもらう事で、
持続可能な形を作っていくことができます。２
年目は、井戸の完成の確認と井戸完成の式典を
行うために、現地に赴き現地の方々との交流を
深めました。
　井戸掘削の現地には、当クラブから 11 名が
赴きました。タイのバンコク経由でカンボジア
のシェムリアップに行き、そこから車で３時
間ほど行ったところの農村地帯でした。州都の
シェムリアップは経済発展が進み、街中にはレ
クサスやベンツなどの高級車が多く見られ、タ

ワーマンションなどもあり、本当に水が出ない
ほど困っているのかと不思議になるくらいでし
たが、さらに車を 30 分ほど走らせると、州都
とは思えないくらいの古びた街並みが現れ、一
目で貧困であると分かるくらいの景色が広がっ
ていました。現地の人に聞いたのですが、トイ
レは外で適当に済ませているとの事で、排水は
かなり汚れているように見えました。現在カン
ボジアでは、人口の約 24％にあたる 380 万人
が安全な水が飲めていないそうです。私たちが
井戸を掘っている農村地帯が特にも安全な水が
飲めていない地域に該当するようです。
　私たちはこの活動を通じて、一人でも多くの
人に安心、安全な水を提供できるように今後も
カンボジア井戸掘削事業を行っていきます。現
在は、新型コロナウイルスの蔓延によりカンボ
ジアに行くのは難しいですが、現地の方とリ
モート中継や写真を送っていただきながら、カ
ンボジアの農村地帯に出来る井戸を見守ってい
きたいと考えています。今後もあらゆる機会を
通して世界平和のため国際奉仕を推進していき
ます。　　　　　　　（花南水道土木㈱…代表取締役）

水と衛生月間に寄せて

花巻北ロータリークラブ…国際奉仕委員長

高 橋  智 彦
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　はじめに、コロナ禍で様々な苦労をされてい
る皆様へ、心からお見舞い申し上げます。また、
ケアのための奉仕活動をされているロータリア
ン、医療関係に従事しているロータリアンの皆
様に深く感謝申し上げます。
　国際協議会は、日本では２月１日夜 11 時に開
催され、私は家内とインターネットで配信され
た開会の映像を視聴致しました。
　メインのプログラムとして、インド出身のシェ
カール・メータ RI 会長エレクトから「ナマステ」
の挨拶をいただき、インドらしい例え話や、「奉
仕とは、この土地で暮らす我々の払う賃貸料」
など、分かりやすいお話をいただきました。『世
界のロータリアンを 120 万人から 130 万人まで
仲間を増やして活動しましょう』と、ローター
アクトやインターアクトをはじめとする若いメ
ンバーの大切さと夢を語られました。2021-22
年度のテーマは「奉仕しよう…みんなの人生を豊
かにするために」（Serve…to…Change…Lives）です。

詳細について
は My…Rotary
をご覧くださ
い。
　その後、深
夜０時過ぎか
ら３時まで、
国内の同期ガ

バナーエレクト達とZoomでの意見交換会。ロー
タリークラブとは奉仕活動を行うクラブであり、
その方法を学ぶ場所でもあると考えます。
　翌日 2月２日は、昼 11 時から分科会セッショ
ン。たまたま私の分科会は、当地区菅原裕典パ
ストガバナーが担当され、RI 研修リーダーと
してご指導いただきました。その中で、ロータ
リーの中核的価値観として、奉仕（Service）、親
睦（Fellowship）、多様性…（Diversity）、高潔性
（Integrity）、リーダーシップ（Leadership）、他
に公平性や開放性の活動を学びました。
　11 日間連日、世界の時差を考慮して午前 11
時と午後 11 時に 2 回セッションが開かれまし
た。それらから得たソースを地区全体へお伝え
することが、次年度の私の使命と決意を新たに
しております。
　当地区は、北は岩手県の種市から南は宮城県
の丸森までとても広い地域です。また、人口
100 万人を超える都市から農業や水産業の地域
まで、住んでいる人々の年齢構成も多様性に富
んでおります。その地区であるからこそ、各ク
ラブの運営の多様性を伸ばすことが必要です。
そこに親睦・奉仕・高潔性・リーダーシップ・
公平性・開放性があって、会員の増強へつなが
るのではないでしょうか。
　多様性を活かしてこそ、シェカール・メータ
RI…会長エレクトのおっしゃる人生の豊かさが実
現できると確信致しました。地区内の皆様のご
協力をお願い致します。

2021年国際協議会で学んだこと
2020-2021年度ガバナーエレクト 鈴 木  俊 一

GE パートナーセッション
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クラブ 氏　名 職業分類 退会日
盛岡中央 高　橋　幸　雄 農業 1/1
利府 羽　川　喜　冨 団体役員 1/6
仙台 岡　本　宜　樹 中央銀行 1/26

訃　　　報

2020-21 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2520

新入会員紹介

退会会員報告

二戸 RC

盛岡南 RC 水沢東 RC 一関 RC 石巻西 RC 仙台 RC 村田 RC

國
こく
　分
ぶん
　大
だい
　輔
すけ

細　川　嘉　造 千　田　仁　志 杉　内　　　博 阿　部　一　郎 小　関　忠　夫 佐々木　安　彦

2021.1.5 入会

1979.9.20 入会 2013.1 月入会 1973.7.1 入会 2018.7.3 入会 1981.7.28 入会 2010.7.10 入会

認定こども園

花巻北 RC

松
まつ
　田

だ
　　　忠

ただし

2021.2.1 入会
温泉経営

水沢東 RC

菅
すが
　原
わら
　慎
しん
　一
いち

2021.1.26 入会
建設設計

仙台冠 RC 仙台北 RC 仙台北 RC 仙台東 RC

小
お
　野

の
　雄
ゆう
　慈

じ
畑
はた
　　　和

かず
　治
はる

鈴
すず
　木

き
　伸
しん
　彌

や
鈴
すず
　木

き
　龍
たつ
　雄

お

2021.1.13 入会 2021.1.20 入会 2021.1.20 入会 2021.1.25 入会
書道教室運営 損害保険 産業廃棄物処理業 不動産販売

2021年1月18日ご逝去
（享年89歳）

2021年1月13日ご逝去
（享年67歳）

2021年1月30日ご逝去
（享年96歳）

2020年12月21日ご逝去
（享年65歳）

2021年1月23日ご逝去
（享年88歳）

2021年1月26日ご逝去
（享年75歳）

謹んでご冥福をお祈り申し上げます

寄付分類 所属クラブ 氏　　名

メジャードナー 花巻南 RC 伊　藤　智　仁

マルチプル · フェロー

石巻南 RC 長谷部　英　征
石巻南 RC 須　永　光　春
石巻南 RC 門　脇　精　機
仙台南 RC 鈴　木　俊　一
仙台泉 RC 菅　原　裕　典

ポールハリス · フェロー
石巻南 RC 大　塚　敏　夫
石巻南 RC 千　田　昌　之

寄付分類 所属クラブ 氏　　名

米山功労者マルチプル

盛岡西 RC 谷　村　友　興
気仙沼 RC 猪　狩　金次郎
仙台 RC 山　田　章　吾
仙台青葉 RC 千　葉　純　治

■ロータリー財団 ■米山記念奨学会

寄付報告（1月）

2020-2021 年度地区大会 中止のお知らせ
2020-2021 年度地区大会を 4月 17日、18日に開催すべく検討してまいりましたが、新型コ
ロナウイルス感染拡大などさまざまな状況を鑑み、残念ながら中止することといたしました。

地区大会に替わる事業として、ロータリーの魅力を再認識すべく、地区内の奉仕活動の事例紹介の映像DVD
と、本来地区大会で発信すべき情報を取りまとめた冊子を作成いたします。5月に各クラブにお送りする予
定にしております。ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
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3
月

7 日（日） 会長エレクト研修セミナー（PETS） オンライン開催

13日（土） 石巻東ＲＣ創立 60周年記念式典（縮小開催）

14日（日） 第 33回全国ローターアクト研修会 オンライン開催

4
月

4 日（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日（土）-18 日（日） ＜中止＞第 2520 地区地区大会（会長・幹事会、晩餐会、本会議、懇親会） 岩手 花巻温泉ホテル紅葉館

2020-2021年度行事予定表（3・4月）

　今年の冬は昨年とは全く逆の気候
で、特に岩手は 12 月から気温がマ
イナスの日が多く、さらに年末から

多雪となり、連日除雪という方も多かったのではないでしょ
うか。気温が低かったため水道管や給湯器等の凍結も多く、
新年早々、水道工事関係者等の方々は解凍や修理に東奔西
走だったようです。関東以西でも寒かったので、資材が西
に向かい東日本では品薄になった資材もありました（職業
分類上、詳しいのです）。
　2月 13 日深夜、緊急地震速報が鳴り、東北地方は強い
揺れに見舞われました。福島県沖深さ 55㎞を震源とする

M7.3の強い地震。津波は幸いなかったものの広範囲に揺れ、
宮城県沿岸部や福島県内に被害が出ました。奇しくも、あ
とひと月で東日本大震災 10年。コロナ禍の中での避難は難
しいものがあります。様々な災害と向き合いながら暮らし
や生業を復興させていかなければならないこの時代。備え
を忘れずあの時の経験を忘れず、しっかりと地に足をつけ
て、いかなる場面にも対応できるよう日々取り組んでいく
ことの大切さを、改めて感じました。被害にあわれた地域
の方々へお見舞い申し上げます。

編集後記

吉 …田　和 …洋月信編集長

奨 学 生 レ ポ ー ト

謝 　 霞
米山記念奨学生としての感想

東北大学／博士課程　言語科学専攻。中国出身。

（世話クラブ：塩釜 RC）

　あっという間に、も

う 2 年間が経ってい

ます。振り返ってみる

と、自分にとって、な

んと幸運な2年間です。

皆様のおかげで、経済

方面のストレスがなく

て、研究に専念できる

ようになりました。ま

た、奨学生生活で得たものも、たくさんあります。

　最初のオリエンテーションをはじめ、塩釜クラブ

の例会や、奨学生たちにやってもらった卓話などに

積極的に参加し、及びロータリーの方々と身近で接

することもいろいろできました。クラブの皆様は、

他の仕事にも追われて、忙しい日々を送っているに

も関わらず、時間通りに集まり、決められた例会を

行う姿を見て、すごく感動しました。また、例会の

冒頭で、皆様は一緒にロータリーソング「奉仕の理想」

を歌ったり、職業奉仕の座右の銘の 4つのテストを

復唱したりすることにも強い印象があります。また、

クラブ会員以外の人を迎え、話をしてもらうことが

よくあります。各分野で素晴らしい成果をあげてお

られる方々から貴重なお話を伺え、人生を豊かにす

る学びが得られるのは認めざるを得ないことです。

皆様は、小さなことでも、大きな愛をこめてやるこ

とにすごく感心しました。感動するとともに、私自

身も将来、社会に貢献していきたいという気持ちが

高まっています。　

　卓話以外に、他の様々な活動にも参加しました。印

象強いのは、「松島」への研修旅行とりんごの収穫体

験ということです。これらは、普段の生活では触れる

ことがない体験ですので、大切な宝物だと思います。

　この2年間、皆様に家族の一員として見なされて、

とっても嬉し

いです。これか

ら、自分も温

かい心を持つ

人になるため、

頑張ります。

2019年11月リンゴ狩り

米山カウンセラーの清水さんと
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第一分区 会員数

1 久慈 RC 27
2 二戸 RC 45
3 種市 RC 19
4 盛岡 RC 77
5 盛岡北 RC 38
6 盛岡西 RC 23
7 盛岡南 RC 48
8 盛岡東 RC 26
9 盛岡中央 RC 22
10 盛岡西北 RC 48
11 盛岡滝ノ沢 RC 10

第二分区
12 花巻 RC 31
13 花巻南 RC 33
14 花巻北 RC 43
15 北上 RC 39
16 北上西 RC 19
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 45
28 陸前高田 RC 18
29 千厩 RC 25
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 24
38 山田 RC 20

第五分区 会員数

39 石巻東 RC 37
40 石巻西 RC 28
41 石巻南 RC 24
42 栗駒 RC 13
43 築館 RC 20
44 佐沼 RC 51
45 若柳 RC 27

第六分区
46 古川 RC 43
47 古川東 RC 43
48 岩出山 RC 13
49 加美 RC 16
50 大和 RC 5
51 松島 RC 6
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 14

第七分区
57 仙台 RC 129
58 仙台平成 RC 10
59 仙台青葉 RC 54
60 仙台冠 RC 23
61 仙台レインボー RC 13
62 仙台南 RC 46

15
63 仙台北 RC 60
64 仙台東 RC 58
65 仙台西 RC 35
66 仙台泉 RC 51
67 仙台宮城野 RC 26

第八分区
68 岩沼 RC 33
69 名取 RC 43
70 亘理 RC 16
71 角田 RC 19
72 丸森 RC 17
73 白石 RC 18
74 白石北 RC 11
75 柴田 RC 19
76 村田 RC 14
77 大河原 RC 33

（1月末現在）
会員数合計 2,218

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

仙台南  白石R衛星


