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心象スケッチ ～賢治月ごよみ～⑪
円万寺から見下ろす水田の風景。点在する林が
まるで海に浮かぶ小島のようにも見える。
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東京日日新聞の新刊欄に、『春と修
羅』の紹介記事が載る（1924）

稗貫農学校のチシャの残苗を、斎藤
宗次郎が譲り受けることになり、賢
治が手伝った（1922）
花巻農学校の前校長畠山栄一郎が
花巻を訪れたので、歓迎会が西洋料
理店「精養軒」で行われた（1928）

盛岡中学五年に在学中の詩人森
佐一を誘って岩手山に向かい、岩
手山神社で野宿をする（1925）
「シグナルとシグナレス」が岩手毎
日新聞に11回に分けて掲載され
た（1923）

斎藤宗次郎、伊藤忠一と下根子桜
の賢治独居宅でレコードコンサー
トの第一回を行った（1926）

盛岡高等農林学校自啓寮の懇親会の
余興として、賢治の室では劇を演ずる
ことにし稽古が開始された（1916）

盛岡中学校五年生一同とともに盛岡
駅から東北本線下り列車に乗り、北海
道修学旅行に出発した（1913）

自啓寮での懇親会が行われ、賢治の
室では、保阪嘉内が書き下ろした戯曲
「人間のもだえ」を上演した（1916）

花巻農学校生徒を引率して、北海
道修学旅行に出発した（1924）

民俗学者の佐々木喜善の訪問を
受け、長い時間歓談し昼食を共に
する（1932）

伊藤忠一によれば、羅須地人協会
に会員が集まって、「太湖船」とい
う曲を合奏したという（1926）
盛岡中学校の宮城方面修学旅行
の合間に、菖蒲田で病気療養中の
伯母平賀ヤギを訪ねる（1912）

花巻農学校の開校式が行われ、賢治が
書き下ろし演出した劇「植物医師」「飢
餓陣営」を生徒たちが上演した（1923）

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

 REPORT
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　さっぱり収まる気配を見せないコロナ禍ですが、

毎回話題にするように、ロータリーを振り返る良

い機会でもあります。今月も「職業を通じて社会

に貢献する」という考え方についてお話したいと

思います。

　私は、ロータリーの友の連載コミック、『ポー

ル・ハリスとロータリー』を見るたび、良き社会

をつくるための職業の在り方について考えさせら

れます。「会社は誰のもの？」よく問われる質問で

す。株主のもの、従業員のもの、夫々納得のいく

言い分はあります。しかし、「何の為に会社はある

か？」と考えると、その答えは「良い社会をつく

る為の役割を夫々の得意分野で果たすため」と思

います。ロータリーの行動規範である中核的価値

観のなかでは、高潔さと高い倫理観が求められま

すが、他人を騙したり踏み台にしてはいけないと

いうのは当たり前のことですから、このことを声

高に論じるのではなく、どうやって価値観を培っ

ていくかが大事でしょう。それを可能にするのが

ロータリーと考えてみては如何でしょうか。会員

同士で切磋琢磨出来る情報提供と情報収集の場な

のです。競争関係にある同業者の集まりでは相談

できないことも、補完関係にある異業種ならば寧

ろ歓迎すべきことです。しかもリーダーシップを

始めとする組織運営も修得出来ます。ロータリー

クラブは優秀な講師と熱心な受講生の集まりとも

言えるのではないでしょうか。ここで、情報提供

の仕方について提案します。「ロータリーの友」や

MyROTARY には沢山の話題が提供されています。

是非、これらの記事の伝言ではなく、感想を話し

ていただきたいと思います。朗読は 10人が行って

も同じ結果ですが、感想は決して一つで無いはず

です。他人の思考に触れる手法です。社会が求め

る多様性の理解の場であり、ロータリーでもＲＬ

Ｉを通じてこれらの修得に力を入れています。

　いま、世界中のロータリーは、会員増強と公共

イメージの向上に取り組んでいます。本年度、私

は「ロータリーの魅力は何？」という切り口でス

タートしました。実は、ガバナーであるが故、こ

のことを四六時中考えています。そして、私なり

の答えが出ました。それはロータリーに参加すれ

ばリーダーとしての知識や知恵が身に付き、この

能力の発揮によって社会で活躍を期待される職場

が出来ると思うのです。この域までくれば広報な

どしなくても、周囲から、こんなことを尋ねられ

るでしょう。「御社は、経営も、従業員も、実に良

い会社ですね。どうすれば、そうなれますか？」　

この問いに対し「ロータリーに参加したことがきっ

かけで身に付きました。」と応えられたら課題は一

気に解決するでしょう。勿論、直ぐに身に付き変

身できるようなことではありませんが、目指すべ

きは、社会から認められる職場、職業へと成長を

遂げることです。親睦が込められたクラブ奉仕で

仲間同士が切磋琢磨し、その成果を職業奉仕と称

して職場、職業を磨き、更に、この成果を足元で

実践する社会奉仕や地球レベルの国際奉仕へ広げ

ていきます。併せて、培ったノウハウは、青少年

奉仕で未来を担う若者に託します。こう考えると、

ロータリーは、三方どころか「全方良し」を可能

とする奉仕団体と思います。

魅力を語り、実現をもって
公共イメージをアップする

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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　当地区の青少年奉仕委員会には①ローターア

クト委員会、② R
ラ…イ…ラ

YLA（ロータリー青少年指導

者養成プログラム）委員会、③インターアクト

委員会の３つの小委員会があります。

　①ローターアクトクラブ（RAC）は当地区で

は宮古 RAC、古川東 RAC、仙台 RAC の３クラ

ブ（87名の会員）で、地区代表は徳田真乃さん

（古川東 RAC）です。活動は提唱ロータリーク

ラブの指導・援助を受けながら、地元、国内外

への社会奉仕、国際交流等多岐にわたっていま

す。昨年までは RAC には 18 歳～ 30 歳までと

いう規則があり、30歳になると退会せざるをえ

ませんでした。これは会員が増えづらい要因の

一つでした。しかしながら昨年7月からRI 理事

会決定によりローターアクトクラブは、正式加

盟クラブとして認証されました。つまり、「ロー

タリークラブと同等の権利と義務、責任を有す

る」事になりました。これは若者の積極性、チャ

レンジ精神、柔軟性、多様性等に大きな期待を

寄せられたということです。人頭分担金は来年

度まで免除されることになっています。去る 3

月 13、14日には札幌で全国 RAC研修会が行わ

れました。コロナの影響で Zoomによるオンラ

イン開催でした。基調講演の鈴井貴之さんの「ピ

ンチはチャンスである。逆境を乗り越える発想

力を育む」は大変感動し、エネルギーが湧きま

した。2年後には岩手で全国 RAC研修会が行わ

れる予定です。

　② RYLA は 14 歳～ 30 歳までの RAC、IAC、

学友（ロータリープログラムに参加経験のある

人）、ロータリアン等で行います。今年はコロナ

で中止となりました。尚、「第13回全国RYLA研

究会」が5月 1日山形県寒河江市でオンライン・

会場参加のハイブリッド方式で開催予定です。

　③インターアクトクラブ（IAC）は 14歳から

18歳までの中学、高等学校の生徒により構成さ

れます。校長、顧問の先生等の理解・協力が不

可欠です。当地区では 31の高等学校で活動し

ています。因みに日本の IAC 第 1号は「仙台育

英学園高等学校」です。今年の IAC 年次大会も

又、中止となり、代わりに「ロータリー重点分

野提言レポート」の募集を行いました。花巻東、

岩手県立花巻農業、専修大学北上、岩手県立花

泉、岩手県立大船渡東、宮城県迫桜、常盤木学

園、聖和学園、仙台育英学園、仙台大学附属明

成の10校 56名から応募がありました。そして

これらのレポートを年次大会ホストの仙台育英

学園 IAC がまとめました。各分野の現状・問題

点や解決策、我々は何が出来るか等、若者目線

の提言には心より賛同し、感動させられました。

参加者全員には地区から「表彰状」を、御指導・

御協力いただいた参加各校には「感謝状」を差

し上げました。提言レポートは地区ホームペー

ジに詳しく掲載されています。是非ご覧になっ

て頂きたいと思います。

青少年奉仕月間に寄せて

三 浦 　 滋（前沢 RC）

青少年奉仕委員会　委員長

＊「ロータリーの 6つの重点分野」：
1．平和構築と紛争予防、2．疾病予防と治療、
3．水と衛生、4．母子の健康、5．基本的教育と識字率向上、
6．地域社会の経済発展
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　3月 13 日（土）に石巻東ＲＣの 60 周年記念式典
が「いしのまき元気いちば」を会場に執り行われまし
た。当初は、ご縁をいただいた全国のロータリアンの
皆様にお越しいただいて、東日本大震災より 10年が
経ち復興が進んでいる現在の石巻を見ていただき、石
巻の自慢の海の幸を中心とした食材を堪能していただ
こうと準備を進めておりましたので、新型コロナウイ
ルスの影響で規模を縮小し、石巻東ＲＣの会員のみの
式典とせざるを得なかったことは本当に残念でなりま
せんでした。しかし、伊藤ガバナーから花をお贈りい
ただき、またガバナー事務所より「日本のロータリー
100 周年を祝う鐘」を拝借し点鐘できましたことで、式典に花をそえることができました。
また多方面から祝電を頂戴して改めて我がクラブの 60周年ということの重さを実感し、
先輩ロータリアンが繋いでくれたご縁のありがたさに感謝いたしました。
　我がクラブは 10年前に創立 50周年を迎えました。しかし東日本大震災で当時の会長
を含めた４名が津波で大切な命を奪われてしまい、式典は出来ず、記念誌を発行するだ
けの 50周年となりました。それだけに、亡くなられた先輩会員のためにも式典を開催し
たいという思いでした。
　当日はあいにくの天候で予定していた打ち上げ花火も順延となりましたが、我がクラ
ブの特長でもあり一番大切にしている会員同士の親睦は大いに深めることができました。
　これからも我が石巻東ＲＣは第 2520 地区のロータリアンの皆様とのご縁を大切にし
てロータリー活動をさせていただきます。今後もどうぞよろしくお願いいたします。
　感謝を込めて。

　第2520地区のRLI研修をすべてオンラインで開催いたしました。
パート１とパート２は、それぞれ 2日に分けて 3つずつセッショ
ンをこなし、パート３は 1日で実施しました。長時間になりました
が、みなさん達成感があり、大変大きな学びを得たのであろうと思っ
ております。初めてのリモート開催でしたので、ディスカッション
リーダーの方にやり方、方法を充分理解していただいてから実施す
ることと、15分という短い休憩時間の中で 35、6名という参加者
を分科会に振り分けてそれぞれの部屋に案内するという技術的な部
分があり、私の会社の社員に協力をもらってスムーズに行えました。
コロナ禍で伊藤ガバナー年度に運営から参加されたすべてのみなさ
まのご協力で、達成感のあるたいへん大きな学びの時間を構築でき
たと思います。ありがとうございました。

　　　　　ＲＬＩ日本支部地区代表ファシリテーター
　　　　　　　　　　パストガバナー　菅原　裕典（仙台泉 RC）

 REPORT

所属クラブ 氏　　名
久　慈 斎　藤　　　豊

盛　岡
荒　川　鉄　平
大　平　騰　一
菅　原　浩　幸

大船渡 伊　藤　力　也
宮　古 菅　野　　　充
古川東 早　坂　竜　太

加美 中　島　　　治
今　野　恭　佑

仙台 岡　竹　博　昭

仙台青葉 亀　田　　　治
佐　藤　秀　之

仙台冠 夏　目　雅　貴
本　間　喜　一

仙台レインボー 秋　田　陽　子
仙台南 堀　川　順　弘
仙台東 髙　橋　正　樹
仙台西 梅　宮　隆　志

仙台泉
本　木　浩　喜
菊　地　幸　二
三　浦　　　一

2020-2021年度RLI研修卒業者（パートⅠ,Ⅱ,Ⅲ修了者）一覧

石巻東ロータリークラブ創立 60 周年記念式典

2020-2021年度
　　　　ＲＬＩ研修 報告

石巻東ロータリークラブ　会長 佐 々 木  孝 寿
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　2021 年 3月 7日（日）13時より、会長エレクト研修セミナー
（PETS）を開催いたしました。コロナ禍の現状を鑑み、仙台国
際ホテルを会場として、Zoomを活用したオンライン形式を交
えた、いわゆる “ハイブリッド ”開催と相成りました。
　ホテル会場では、会長エレクト 16 名と鈴木俊一ガバナーエ
レクト、藤﨑三郎助パストガバナー、鈴木賢パストガバナー、
次期ガバナー補佐等 20 名が３室に分かれて出席し、またオン
ラインでは、会長エレクト 47 名と伊藤智仁ガバナー、山口淑
子パストガバナー、菅原裕典パストガバナー、次期ガバナー補

佐等 63名が参加され、総勢 83名で開催いたしました。…
　ガバナーエレクトの開会点鐘で開会し、ガバナーよりご挨拶を頂戴した後、次期地区役員の紹介に続いて、ガバナー
エレクトより、「奉仕しよう、みんなの人生を豊かにするために」と題した基調講演を頂きました。その後、鈴木賢
次期地区研修リーダーのご挨拶を頂き、星毅次期代表幹事より、地区組織、
予算等の説明と続きました。休憩をはさんで、菅原裕典 RLI 日本支部地区代
表ファシリテーターより、ロータリー・リーダーシップ研究会の概要、その
目的意識や心構えについて、藤﨑三郎助次期会員増強・戦略計画委員長より、
会員増強・戦略計画について、山口淑子次期公共イメージ向上・女性会員活
性化委員長より、女性会員活性化についてお話しを頂きました。最後に、ガ
バナーより講評を頂き、閉会となりました。このたびの開催に関わってくだ
さった皆様に、心から感謝申し上げます。

　当地区では、2021 年 1月 9日（宮城地区）・16日（岩手地区）両日に選考試験を実施し、新規奨学生 10名、継
続奨学生 5名の合計 15名を 2021 学年度米山記念奨学生として採用いたしました。奨学生の受け入れを承諾して頂
いた世話クラブ、カウンセラーの皆様には御礼と感謝を申し上げます。素晴らしい学生達ですので、地区の皆様のご
支援をどうぞよろしくお願いいたします。

 REPORT

2021-2022年度 会長エレクト研修セミナー（PETS）の報告

2021学年度　米山記念奨学生決定

（仙台南 RC）次期事務局次長 佐 藤 　 仁

メイン会場（仙台国際ホテル）

多くの方は Zoom で参加

氏　　名 国　籍 学校名称（校舎） 専　　攻 課程 学年 世話クラブ カウンセラー
1 石　良（セキ　リョウ） 中国 岩手県立大学 総合政策専攻 修士 2 年 二戸 小野寺則雄
2 ツェレンサンブー，マンドハイ モンゴル 岩手大学 人間文化 学部 3 年 北上和賀 髙橋　嘉信
3 ガラー，ゲレルトゥトゥルガ モンゴル 岩手大学 システム創成工学 博士 3 年 花巻北 岩井　昌弘
4 段　志杰（ダン　シケツ） 中国 東北工業大学 建築学科 学部 3 年 仙台北 五十嵐　徹
5 宋　歌（ソウ　カ） 中国 東北大学 総合人間学 博士 2 年 多賀城 赤坂    泰子
6 唐　国剣（トウ　コクケン） 中国 東北大学 金属フロンティア工学 修士 1 年 古川東 伊藤　和紀
7 孫　冬梅（ソン　トウバイ） 中国 東北大学 総合教育科学 博士 2 年 築館 白鳥    　淳
8 盧　暁鳳（ロ　ギョウホウ） 中国 東北大学 国際文化研究 修士 2 年 大河原 山家　正信
9 ソフィア，エルザ   フィルディアニー インドネシア 東北大学 情報基礎科学 博士 2 年 仙台南 坂本　正憲

10 印　海兵（イン　カイヘイ） 中国 東北福祉大学 社会福祉 学部 3 年 佐沼 佐々木源悦
11 トゥンガラグ , ニンジン モンゴル 仙台高等専門学校 生産システムデザイン工学 高専専攻科 2 年 岩沼 小野    照代
12 黄　璐（コウ　ロ） 中国 東北大学 日本思想史 博士 3 年 仙台 阿部賀寿男
13 周　択誉（シュウ　タクヨ） 中国 東北大学 医学 医学 6 年 仙台泉 鷲尾　広也
14 尹　晶雄（ユン　ジョンウン） 韓国 東北大学 海洋生物学 学部 4 年 仙台東 小野寺信幸

15 サリ，ウラン   インタン インドネシア 東北大学 統合型材料開発システムによる
マテリアル革命プロジェクト 修士 2 年 仙台西 小嶋　道夫

第 2520 地区 2021 学年度 米山記念奨学生 · 世話クラブ · カウンセラー  一覧表

岩手地区受け入れ　新規奨学生 宮城地区受け入れ　新規奨学生 宮城地区受け入れ　継続奨学生
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　1967年 11月に前沢ロータリークラブが結成され
てしばらくして、社会貢献について話し合いがなさ
れ、子どもの健全育成、体力・精神づくりに、少年
野球大会をやろうということになりました。こうし
て 1969 年に第 1回ロータリー旗争奪少年野球大会
が実現しました。同時に、同女子ソフトボール大会
も開催いたしました。
　その後、少子化時代に加え、いろんなスポーツチー
ムが誕生するなどし、女子ソフトボール大会はチー
ム編成が難しくなり、やむなく2013年通算 44回で
開催を断念しましたが、少年野球大会は 2019 年 9
月に 50回目を終えることができました。

　50年に亘り開催できたのは、野球協会や監督会議、
保護者会などの全面的協力を得ることができたから
だと思います。保護者会には小学生の時にこの野球
大会に参加した方が多くいらっしゃいます。また、
多くの市民にもよく知られ、県下の学童野球大会や
中学校総合体育大会でも地元前沢チームが常に好成
績を収めていることに、この大会が大きく貢献して
いると思います。
　2020年はコロナ禍で残念ながら大会を開催できま
せんでした。「子どもの健全育成、体力・精神づくり」
という当初の
目的を果たし
ましたが、今
後も野球大会
を継続するこ
とをクラブで
誓い合ってい
ます。

　宮古ロータリークラブでは各種の移動例会を行っ
ておりますが、その中から二つ紹介いたします。
　《物故会員追悼例会》クラブ設立当初より、毎年
旧歴盆月に行う恒例の例会です。宮古市の常安寺本
堂を会場に、現会員はもとより物故会員のご家族も

お誘いして行って
います。当クラブ
とご遺族の方々と
の相互理解、更に
は会員増強につな
がっているものと
思います。

　《国立公園地内定期清掃例会》海水浴シーズン前
に、会員夫人の会である「はまぎく会」やローター
アクトにも呼びかけて、早朝清掃を行っております。
三陸を代表する景勝地の浄土ヶ浜地域はもちろんの
こと、400 メートルの砂浜が美しい藤の川海水浴
場でも、波打ち際の浮遊ゴミ回収や施設の清掃を行
います。また、当クラブが長年にわたり設置してき
た観光施設（明治維新宮古湾海戦碑、自然災害記録
施設等々）の手入れも行っております。自慢の景勝
地を訪れる方によい印象を持っていただけることを
期待しております。

（奉仕）クローズアップクローズアップクローズアップ Service Vol.5

優勝メダル授与（2017 年大会）

浄土ヶ浜の清掃 2020年6月 清掃後にチリ地震記念碑前で

移動例会の紹介

半世紀にわたる奉仕活動
第2分区 前沢ロータリークラブ

第4分区 宮古ロータリークラブ

鈴 木 … 秀 悦

堀 田 … 尚 志プログラム委員長

クラブ奉仕委員
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　『世界を変える行動人』である私たちのミッションは、ビジョン声明にあるように、持続可能なよい変化を生むために
行動することです。ビジョン声明の英文は Together,…we…see…a…world…where…people…unite…and…take…action…to…create…lasting…
change-…across…the…globe,…in…our…communities,…and…in…ourselves. です。文頭に注目してみると、Together…（一緒に）とい
う単語で始まっています。日本語訳の中で Together は「わたしたち」「人々が手を取り合って」という文言で表現されて
いるのかと思います。
　では、「わたしたち」とはだれを指すのでしょうか。まずロータリアンです。それだけでしょうか？そこにはローター
アクターを始め、ロータリーの奨学生や学友といったロータリーファミリーのみなさんの存在があります。地域社会の
方々もいます。そして、ロータリアンの家族の方々もいます。「わたしたち」の幅が広がれば広がるほど、手を取り合って、
共に行動する仲間が増えます。
　以前、雑誌 The…Rotarian（現在の雑誌 Rotary）で、食料が不足して困っているアメリカの田舎町で行われた奉仕活動
の記事を読んだことがあります。週末になると、ロータリアンと地域の子供たちはバスで農園に出かけます。農家の人た
ちの協力を得て、種の撒き方や苗の育て方を習い、子供たちは農作業に取り組みます。週末に定期的に農園に通って、作
業をし、農作物の成長の過程を見て学びます。収穫の時が来ると感謝して刈り取り、必要としている人々に届けます。最
初は小さなプロジェクトでしたが、運搬の車を出す人、肥料を提供する人、土地を提供する人などが加わっていき、つい
には市を上げての大プロジェクトとなり、この町では食糧難に苦しむ人がいなくなったという話でした。
　私たちが現在行っている奉仕活動の中に、あるいはこれから取り組もうとしている奉仕活動に、地域の人々やロータリー
ファミリーを巻き込んで一緒に活動できるものがないでしょうか。ロータリーの活動に参加して、手を取り合って一緒に
行動してみることが、ロータリーを知り、理解していただく何よりの機会になるように思います。おそらくこれがロータ
リーの公共イメージ向上への一番の近道と言えるかもしれません。その結果として、ロータリアンの仲間が増えていき、
奉仕の扉は私たちの前にさらに大きく開かれるでしょう。

　コロナ禍に乗じて、「THE…ROTARY…MOTIVATION」（A4判 160 頁）という標題のテキストを作りました（「ロータリー
の友」4月号 42 頁参照）。会員増強や組織課題についても若干の模索を試みていますので、それを基に以下の通りまと
めさせていただきました。
●ネットネイティブ世代がやってくる
　私たちの子どもや孫のような世代がロータリーを担っていく時代になる日もそう遠くないと感じるようになってきまし
た。義理人情を絡めた会員増強策が、ネットネイティブな若年齢層や女性層に対して通用していくでしょうか。今のロー
タリアンはブーマー世代が中心ではないかと思いますが、それに続くミレニアル世代（Ｙ世代）やＺ世代の思考や感性の
違いを理解しないと、彼らを入会や在籍に結びつけられるのか疑問です。世代の空白をつくらないように、年齢バランス
のとれたクラブ会員構成を保ち続けていくことが重要になると思います。若年齢会員の増強は世代交代につながります。
●日本の女性会員比率は世界最下位レベル
　「THE…ROTARY…MOTIVATION」の特別編集として、新規に作成した「ロータリーと女性」という標題のテキスト（パワー
ポイント版10頁）を別添付します。女性会員増強に向けたセミナーや例会などで、どなたでも自由に使うことができます。
一部をご紹介しますと、S-05 頁は、ロータリー存在国別の女性ロータリー会員比率を整理したデータです。日本のロー
タリー会員総数は世界で上位 3番目であるのに対して、女性ロータリー会員比率は世界で下位 3番目となっています。
最下位の二国は国土も人口も僅かなので、日本は実質的に最下位と言っても良いような状態だということがわかります。
日本の女性ロータリー会員比率が約 7％だという認識はあっても、世界の中でのポジションについては、あまり認識され
ていないかもしれません。
●MISSION…POSSIBLE
　会員増強は、クラブあるいは会員個人が、自身の問題として意識を定着化していくことが始まりだと思います。地域社
会に向けた奉仕活動をしようという際でもポリオを根絶しようという際でも、問題意識がなかったら戦略も行動も何も起
こらないでしょう。目先の会員維持対応も危機感に満ちた課題ですが、会員増強の手法自体を戦略的に位置づけていくこ
とが不可欠だと思います。特に若年齢層や女性の増強を考えた時には、上述したようなデータを読み解いて、自分たちに
可能な作戦（MISSION…POSSIBLE）を計画していくこと、そこから先は熱いハートに切り替えて取り組むことが必要にな
ると思います。そして常に、プロセスや結果を検証していくという蓄積も忘れてはならないと思います。

第 2 地域　ロータリー公共イメージコーディネーター　服部　陽子（東京広尾 RC）

第 2 地域 　ロータリーコーディネーター補佐　関　邦則（長野 RC）

コーディネーター

NEWS
コーディネーター

NEWS
2021 年 5月号
発行：Region１＆２＆３
ロータリーコーディネーター
ロータリー公共イメージコーディネーターRegion１＆２＆３

『さあ、手を取り合って行動しよう！』

会員増強 MISSION POSSIBLE
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　大学での発表会

や授業がリモート

形式へ移行された

ため、またバンコ

ク市内でのデモや

タイ全土での非常

事態宣言の延長な

どの状況を考慮して盛岡へ帰省しました。

　帰国時に PCR 検査を空港で受けなければならない

かと思いましたが、タイからの帰国者は PCR 検査を

免除されるようでした。欧米からの帰国者は、別室で

検査を受けているようで、国別で検査が別れているよ

うでした。問診票や連絡先を記載した書類、また体調

が優れない場合は帰国者相談窓口へ連絡するという旨

の書類を検査官へ提出し帰国となりました。 

　久しぶりの盛岡の冬は予想通りとても寒く、懐かし

くもあり、先ず冬服の買い足しをしました。 

　帰国後のリモート授業は、卒業生の論文、制作品発

表や、オーストラリアの大学とのオンライン共同授業

などが行われました。タイは３月が１年で一番暑い時

期で、暑さを緩和するため、タイ正月を祝うための水

掛けまつりが行われます。なので、暖かい服を着込ん

でいるこちら側との服装の違いに気づき、帰国したこ

とを改めて実感しました。

少しずつ暖かくなって雪

も溶け花も咲いてきてい

ますが、季節の変わり目

に体調を崩さないように

気をつけていきたいです。 

（2021 年 3 月 31 日報告）

　大学院生活

２セメスター

目も残すとこ

ろあと１か月

と な り ま し

た。授業のほ

とんどはあと

２回で終わり、その後期末試験ラッシュです。

　このセメスターは勉強だけでなく、夏休み期間中の

インターン先を見つけるために活動をしており、大変

忙しく、しかもインターン先が見つからない不安と戦

いながらのセメスターでした。インターンというと、

日本では１日や１週間、長くても１か月で、しかも社

内見学的な要素を含んだもの、という印象をお持ちだ

と思います。しかし、アメリカを始めとした海外では

インターンは２～６か月、しかもフルタイムで通常の

社員と同じように働きます。そこでネットワークを作

り、自分の能力を認めてもらうことで、就職活動に繋

げるという意味をもっています。そのため、みんな必

死でインターン先を探します。私は国連機関でのイン

ターンを希望しているのですが、倍率はニューヨーク

などの人気都市では５０～１００倍と聞きます。日本

の人気企業の就職活動並みです。しかも、世界中のトッ

プ大学院の学生が応募するので、その競争は大変熾烈

です。特に今年はコロナの影響でインターンをそもそ

も公募していない機関も多く、少ない椅子を巡って、

競争率はさらに高まっているということです。

　私もその厳しさをまさに痛感しており、日本国内で

はなく、世界で戦うというのはこういうことかと思い

知らされています。このレポートを執筆している時点

ではまだインターン先は決まっていません。夏休みま

であと１か月ですが、毎日のように公募ポストに出願

やキャリアイベントに出たり、国際機関で働く先輩と

話し、アドバイス

をいただくなど、

焦りながらもあき

らめず活動をして

おります。（2021

年 3 月 31 日報告　

抜粋）

奨 学 生 レ ポ ー ト

奨 学 生 レ ポ ー ト

田 山  ま り

2019-2020-2021年度
ロータリー財団地区補助金奨学生

岩手県出身。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

渡 邉  英 理 奈

2020-2021-2022年度
ロータリー財団グローバル補助金奨学生

宮城県出身。コロンビア大学国際公共政策大学院で国際関係論を専攻。
ホスト地区：ニューヨーク／ホスト RC：Metro New York City　

キャンパスの様子

教授陣

制作品発表

ユニオンスクエア グリーンマーケット（ニューヨーク州）
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新入会員紹介

退会会員報告

寄付分類 所属クラブ 氏　　名

マルチプル・フェロー
仙台 RC 島　田　博　雄

仙台レインボー RC 秋　田　陽　子

■ロータリー財団

寄付報告（3月）訃　　　報

利府 RC佐沼 RC 亘理 RC
菅　野　逸　郎布　施　孝　之 赤　沼　恒　信

2012 年 4 月 1 日入会1977 年 4 月入会 1968 年 4 月 27 日入会

2021年4月12日ご逝去
（享年71歳）

2021年4月14日ご逝去
（享年88歳）

2021年3月17日ご逝去
（享年89歳）

謹んでご冥福をお祈り申し上げます

盛岡中央 RC 大船渡 RC

田
た
　中
なか
　　　幹

みき
越
お
　智

ち
　豊
とよ
　彦
ひこ

2021.3.1 入会 2021.4.7 入会
ホテル セメント製造業

クラブ 氏　名 職業分類 退会日

盛岡 川　村　　　登 新聞配布 3/31

盛岡 中　村　芳　樹 火災保険 3/31

盛岡 千　崎　和　夫 生命保険 3/31

盛岡 土　屋　克　之 農林銀行 3/31

盛岡 吉　田　明　弘 旅行業 3/31

大船渡 服　部　　　誠 セメント製造業 3/31

釜石 坂　東　信　之 生命保険 3/31

気仙沼南 小　竹　吉　也 損害保険 3/31

宮古 矢　浦　　　茂 自動車販売 3/31

石巻西 松　原　貴　樹 損害保険 3/31

加美 渡　邊　敬　介 生命保険業 3/19

仙台 末　野　智　弘 損害保険 3/16

仙台 和　國　信　之 建設業 3/16

仙台 山　室　　　隆 百貨店 3/16

仙台 古　屋　正　昭 郵便 3/23

仙台 井　上　　　純 不動産業 3/23

クラブ 氏　名 職業分類 退会日

仙台 井　澤　　　徹 損害保険 3/23

仙台 泉　田　　　融 電気事業 3/23

仙台 中　島　　　啓 生命保険 3/23

仙台 矢　野　史　朗 航空運輸 3/23

仙台 吉　田　圭　吾 旅行斡旋 3/23

仙台冠 福　地　亜矢子 コンサルタント 2/28

仙台冠 沼　倉　　　弘 運送業 3/31

仙台南 佐　藤　将　太 システム開発 3/31

仙台北 坂　口　康　志 損害保険 3/10

仙台北 大　浜　　　健 石油卸売業 3/10

仙台北 大　橋　義　則 証券会社 3/10

仙台東 吉　冨　英　明 証券業 4/12

仙台西 高　橋　忠　郎 染色 3/10

仙台西 富　永　孝　司 清涼飲料水販売 3/31

仙台泉 守　屋　　　徹 商業印刷 2/2

大河原 山　内　　　健 生命保険 3/31

ロータリーのロゴ使用の注意
ロータリーの機関雑誌（日本では『ロー
タリーの友』）は国際ロータリーから、
現在の公式ロゴではないロータリーのロ
ゴが写った写真の掲載を控えるように指
示されています。公式ロゴの使い方につ
いては、左記QRコードよりガイドライ
ンをご覧ください。またロータリーの徽
章の歴史もご覧ください。ロータリーの徽章ガイドライン

「環境」が新しく重点分野に加わり、7 つとなった重点分野のアイ
コンがリニューアルされました。ロータリーの重点分野
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2020-2021年度行事予定表（5・6月）

　今年も既に 4か月が過ぎ、桜も大勢の人に観賞される事
もなく満開を過ぎ、散り始めています。昨年の今頃は緊急
事態宣言で様々な行事・活動が見送られました。来年はきっ

と状況が改善して今まで通りの生活ができるだろうと、自分の行動や団体活動を
制限しじっと待っていたのですが、残念ながら今年も我慢の春でした。
　各地でお祭りやイベントの開催の可否が検討されています。中止・延期、開催
時期の変更、開催方法など、どの実行委員会も答えを出すことに苦慮しています。
特にも「お祭り」や「郷土芸能」は伝統継承の意味合いもあり、どうやったら安
全に開催できるかを模索しているようです。
　子供たちも様々な制限の中、学校生活を頑張っています。こういう時だからこそ、
大人が手本となって行動しなければならないのに、残念なニュースが目につきま
す。来年、お花見ができるよう、今しっかり感染防止に取り組みましょう。

　…新型コロナウイルスによる脅威が続いていることを受け、2021年 6月 12～ 16日に台北（台湾）で開催予定だった
ロータリー国際大会は、バーチャル行事として開催することとなりました。…
　登録料は下記の通りです。（表示時間はいずれも米国中部時間です。日本時間はこれよりも14時間進んでいることに
ご留意ください）
【プロモーション特別割引】49ドル…（米国中部時間5月 7日午後11:59:59まで）
　※49ドルの割引登録料を適用するには、4月 16日から5月 7日までに登録料を全額お支払いいただく必要があります。
【通常登録料】65ドル…（米国中部時間5月 8日から6月 16日まで）
　ローターアクト、青少年交換役員、国際共同委員会の大会前会議は、2021年 6月 10～ 11日に開催
されます。…各大会前会議への登録料は20ドルです。国際大会と大会前会議の登録料には、友愛の家へ
のアクセスが含まれています。
　今後もこのほかの情報や最新情報がこのページに掲載されますので、随時ご確認ください。

編集後記

吉 …田　和 …洋月信編集長

日　　程 行　　　　事 場　　　　所

5
月

1 日（土） 第 13回全国ＲＹＬＡ研究会（山形大会） ホテルサンチェリー ( 山形県寒河江
市）＆オンライン

15日（土） ローターアクト年次大会、ローターアクト後期会長幹事会 オンライン（予定）

16日（日） 2021 年地区研修・協議会 宮城 オンライン

23日（日） 盛岡滝ノ沢ＲＣ 20周年記念式典 岩手 ベルヴィ盛岡

25日（火） 日本のロータリー 100 周年を祝う会　記念式典・祝賀会 東京 ザ・プリンス　パークタワー東京

25日（火） 第３回ガバナー会議 東京 ザ・プリンス　パークタワー東京

6
月

4 日（金） 次年度地区ロータリー財団委員会（予定） 宮城 オンライン

12日（土）-16日（水） 台北国際大会 台湾 バーチャル

27日（日）-28日（月） クラブ活性化セミナー 2021 東京 オンライン

2021年6月12〜16日

一関ロータリークラブの例会場
の名称が 4 月 1 日より変更にな
りました。

ホテルサンルート一関

ホ テ ル 松
ま つ

の 薫
か

一 関

お知らせ

※住所、電話番号、例会日の変更は 
　ありません。

2021年
バーチャル
国際大会に
ご参加ください

旧

新
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第一分区 会員数

1 久慈 RC 28
2 二戸 RC 46
3 種市 RC 19
4 盛岡 RC 72
5 盛岡北 RC 38
6 盛岡西 RC 23
7 盛岡南 RC 49
8 盛岡東 RC 26
9 盛岡中央 RC 22

10 盛岡西北 RC 49
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 44
15 北上 RC 39
16 北上西 RC 19
17 北上和賀 RC 21
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 17
25 一関中央 RC 15
26 大船渡 RC 34
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 40

第四分区
32 釜石 RC 20
33 釜石東 RC 28
34 大槌 RC 7
35 遠野 RC 17
36 宮古 RC 32
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 27
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 42
47 古川東 RC 43
48 岩出山 RC 13
49 加美 RC 15
50 大和 RC 5
51 松島 RC 6
52 塩釜 RC 34
53 塩釜東 RC 10
54 多賀城 RC 32
55 利府 RC 14
56 七ヶ浜 RC 14

第七分区
57 仙台 RC 117
58 仙台平成 RC 10
59 仙台青葉 RC 54
60 仙台冠 RC 21
61 仙台レインボー RC 13
62 仙台南 RC 45

15
63 仙台北 RC 60
64 仙台東 RC 59
65 仙台西 RC 32
66 仙台泉 RC 50
67 仙台宮城野 RC 26

第八分区
68 岩沼 RC 34
69 名取 RC 43
70 亘理 RC 15
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 32

（3月末現在）
会員数合計 2,187

「虔十公園林」は、今でいう知的障害のある虔十という少年が、家の裏の耕作に不向きな土地
に杉の苗木を植え、周囲に馬鹿にされながらも、家族の助けを受け、やがて町の人々の心の
拠り所となる杉林を残すお話です。
「雨ニモマケズ」にあるように「デクノボー」は賢治の理想の姿であり、虔十の死後もその杉
林が人々の癒しとなったように、賢治が作った物語も長きにわたって人々の心を癒していま
す。この虔十の短い物語が、図らずも宮沢賢治自身の生涯に生き写しであると感じずにはい
られません。本当のかしこさとは、本当のさいわいとは何か、を問いかける作品であると同
時に、近年注目されるダイバーシティ、SDGs（持続可能な開発目標）の観点を含んだこの物
語が、現代に伝えるメッセージはとても大きいと言えるでしょう。

心 象 ス ケ ッ チ 〜 賢治 月ごよみ 〜

表紙デザインについて

5 月

撮影／高橋弘喜

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。

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


