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賢治の月ごよみ

伊豆大島訪問の旅行に出発。仙台
に立ち寄り、開催中の「東北産業博
覧会」を見学した（1928）
大島旅行の途上で水戸に立ち寄り、
偕楽園と茨城県立農事試験場を見
学し、夕方に上野に到着した（1928）

斎藤宗次郎が花巻農学校を訪ね、
賢治は自作の歌「黎明行進歌」の所
感を求める（1923）

この頃、『農民芸術概論綱要』を起
稿（1926）

保阪嘉内の日記によれば、この日
同行八人で岩手山に登山、野宿す
る（1916）

大島の元村港に到着、伊藤七雄の
家に滞在し、伊藤と大島農芸学校
の構想について語り合う（1928）

次妹シゲが生まれた（1901）
家出をし東京滞在中に「啄木会」に
入会したと思われる（1921）

伊豆大島には三日滞在し、この日
東京に戻る（1928）

弘前の歩兵第三十一連隊で兵役
についている弟清六に面会に行っ
た（1925）
花巻農学校の生徒を引率して、翌
22日にかけて岩手山登山を行った
（1924）

伊豆大島旅行から戻り東京に滞在
中であったが、この日の夜行列車
で花巻への帰途につく（1928）

花巻高等女学校校長高日義海宅
で、「輪読会」が行われ、賢治も出
席した（1925）

岩手病院で診断、胸膜炎を疑われ
山歩きを止められた（1918）

京橋古宇田病院に入院中の母方
叔母の瀬川コトを見舞う（1921）

親友保阪嘉内の母親が亡くなった
と聞き、山梨県に帰省している保
阪にあてて手紙を出した（1918）

心象スケッチ ～賢治月ごよみ～⑫
東京から花巻に就農した鈴木寛太くんのぶどう畑
からは、大迫の街と雄大な早池峰山が見渡せる。
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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

CONTENTS
連載コミック

「ポール·ハリスとロータリー」に感じること …………3
国際ロータリー第2520地区
2020-2021年度ガバナー
伊藤　智仁

第13回全国ＲＹＬＡ研究会（山形大会）報告 …………4
青少年奉仕委員会 委員長
三浦　滋（前沢 RC）

ローターアクト後期会長幹事会のご報告 ……………5
国際ロータリー第2520地区 RA代表
德田　真乃（古川東RAC）

コーディネーターNEWS ………………………………………5
第１地域 ロータリーコーディネーター補佐
佐々木　千佳子（十和田RC）

賢治が羅須地人協会での独居自炊時代に書いた「農民芸術概
論綱要」には、厳しい労働の中にも、人間らしい芸術の探究
を、喜びを持つべきと説く尊い精神に満ちている。それは現
代にも通じる考え方であり、雄大な理想と溢れんばかりの希
望に満ちた言葉の数々が、農民のみならずとも日々の労働に
携わる者すべての心を高揚させる。
そんな賢治の言葉や、イーハトーブの風景に魅せられて、こ
こ花巻に移り住んだ若者たちがいる。東京出身の鈴木寛太く
んは地域おこし協力隊を卒業後、ぶどう農家として本格的に
就農した。同じく協力隊の塩野夕子さん（右）は「賢治まち歩
きファンブック」を自ら製作している。飛世かおりさん（左）
は大迫ワインの普及に努めている。そんな若者たちの姿も、
賢治が織り成した風景の一部ではないだろうか。

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

6 月

写真／ 高橋弘喜

奨学生レポート ……………………………………………………7
2020-2021-2022-2023年度
ロータリー財団グローバル補助金奨学生
工藤　敬

新入会員紹介／退会会員報告／寄付報告／お知らせ………………6

2020-2021年度行事予定表 …………………………………………7

編集後記…………………………………………………………………7

 REPORT
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　今年度は、ロータリー観のレベルアップを図るこ
とを目指してスタートしてきましたが、一向に収ま
る様子の無いコロナ禍で、なんともう 6 月、気持ち
だけが焦る毎日です。
　さて、今回は「ロータリーの友」の連載コミック
について触れてみます。今、世界中のロータリーク
ラブがロータリーブランドの認知の低さと会員減少
に直面しています。その問題解決策としてクラブ戦
略計画の作成や公共イメージ、或いは RA の推進、
支援など図っています。それらの策の基となる「ロー
タリーって何」について学び直す資料がこのコミッ
クでしょう。物語でも、1905 年の創設以来、多くの
葛藤と試行錯誤を繰り返しながら今に至っています。
その悩み事は、今も昔もひたすら繰り返されている
様に感じます。まして、様々な奉仕団体が乱立する
昨今ではなお更です。ロータリーの目指すものが理
解出来れば、ロータリーを的確かつ魅力的に語れる
ようになると信じております。以下は、私の感想に
過ぎませんが、参考になれば幸いです。
　需給で成り立っている人間社会において、主に供
給を担う職業が、正しく価値ある働きをすれば社会
全体は幸せになるはずです。従って、夫々の職業が、
自ら得意とするサービスを、より高いレベルで提供
することが職務です。これをもって奉仕とします。
ところが、日本人感覚では、弱者支援＝ボランティ
ア＝奉仕と捉えがちです。物語では、職業こそが奉
仕であることを説いています。つまり「より良い奉仕」
とは「より誠実に仕事に励む」ということです。た
だし、至極当然である仕事の引き換えとして得た儲
けに当時の米国ロータリアンも後ろめたさを感じて
いたのでしょう。と言うのは、当時のロータリアン
は仲間同士で仕事も儲けも独占的に抑えていたから

です。可笑しなことですが、人助けは余裕があって
出来るのに、余裕があれば悪人の証といったところ
でしょうか。この葛藤を後に、Ｆ．シェルドンは「最
もよく奉仕する者が最もよく報われる」と語り、Ｂ．
Ｆ．コリンズは「奉仕は私利私欲の為ではない」と、
そして、これをＰ．ハリスは「利己と利他の調和」と
纏めます。因みに、物語の中でコリンズは「自己の
為にロータリーに入会したものは間違いだ」と切り
出しています。ここで話が終わると大混乱ですが「自
分のことしか考えないのであれば仲間として認めな
い」ということで、現在の入会審査の大事な部分で
もあります。
　5 月号で物語は、Ｅ．アーレンの「身体障碍者養護
学校」問題へと進んでいきます。素晴らしい活動な
ので全米展開すべきとの考えです。しかし、Ｐ．ハリ
スは、事業の足跡は賞賛しましたが、水平展開につ
いては否定的です。この先は「お楽しみ」とすべき
ところですが、答えは出ているので続けます。ロー
タリーは特定の奉仕をする団体では無いということ
です。此処も判りにくいところですが、このことに
ついて、米山梅吉翁の言葉に「ロータリークラブは
奉仕クラブではない」という表現があります。その
意味は「奉仕をする個々のロータリアンを育てるの
がロータリークラブである」ということです。納得
出来る結論です。私は、こうしたことを真面目に考
える仲間が世界中にいる限り、地球の未来はもっと
明るくなると信じています。
　最後に、クラブ奉仕の象徴とも言える例会は、新
人やベテランを区別しない仲間同士の研鑽の場です。
自身の職業紹介とともに、気付き·考え·感想など語っ
て下さい。自分のもつ信念（答え）がより磨かれる
と思います。

連載コミック
「ポール·ハリスとロータリー」
　　　　　　　　  に感じること

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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　5 月 1 日上記研究会が寒河江市ホテルサンチェリーで行われました。
　当地区の参加者は、伊藤智仁ガバナー、鈴木俊一ガバナーエレクト、菅原裕典パストガバナー等 6 名です。
コロナ禍の為、会場参加予定者は直前に Web 参加になりました。又、YouTube による同時配信も行われ
ました。
　RYLA（青少年指導者養成プログラム）の目的は、異年齢で多様な背景を持つ若者同士が交流し、学び合
い、成長していくと共に、我々ロータリアンの次世代に対する思いを伝えていく事です。
　今回のメインは「RYLA の現状」のパネルディスカッションでした。要点を下記の通り記載します。大
変内容が濃く、有意義で示唆に富んだ大会でした。

① 2800 地区（山形）　1 泊 2 日　　
　　すべて自分の意思で決定する。→　じゃんけん禁止、
　　リーダーその他の役職は立候補で決定。

② 2550 地区（栃木）　2 泊 3 日　
　　模擬国連　テーマ「難民」
　　模擬国連大使が自国の利益をいかに多く得るか
　　＋相手国との折衷策を見つける。
　　チームワーク、交渉力、伝達力を養う。

③ 2680 地区（兵庫）　3 泊 4 日　
　　会場は無人島「与島」
　　1 班 12 人　4 班
　　 バズセッション→１つのテーマを一晩中話し合い、

翌日まとめて発表。
　　起きる時間、飲酒等殆ど自由

④ 2580 地区（東京）　 3 泊 4 日
　　2 年前から沖縄で開催
　　1 班 15 名　3 班
　　 メインがフォーラム。模造紙と黒板にまとめ発表、

それに対し感想文を書く。
　　思索の時間有効
　　 期間中スマホ完全禁止、ノンアルコールのバーベ

キュー

 REPORT

問題点 ・いかに本音を引き出せるか。
・全国 34 地区の中で 6 地区が RYLA を行っていない。
・無関心なロータリアンが多い等。

第13回全国ＲＹＬＡ研究会
　　　　　　　（山形大会）報告

青少年奉仕委員会　委員長 三 浦 　 滋

Web スタイルでの大会

パネルディスカッション

（前沢 RC）
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　5 月 15 日（土）、オンライン会議（zoom）にてロー
ターアクト後期会長幹事会を開催いたしました。伊藤
智仁ガバナーをはじめ、地区役員の皆様にもご参加い
ただき、古川東ローターアクトクラブが主催で開催い
たしました。
　会議では、中間活動内容及び後期活動計画の報告、
第 33 回全国ローターアクト研修会参加報告等、共有事
項の報告をいたしました。その後、次年度の地区事務
局選出について協議をし、仙台ローターアクトクラブ
の皆様に地区事務局をお願いすることとなりました。
　報告・議事終了後には今後のアクトの活動の進め方
について前向きな意見交換が出来たのではないかと思
います。

　ローターアクトクラブの活動はロータリアンの皆様
のご協力なくしては出来ません。今後ともご理解ご協
力のほどよろしくお願い申し上げます。

 REPORT

　新型コロナウイルス感染症が確認されてからすでに１年が経ち、皆様のお仕事に、そしてロータリー活動に
も大きく影響が有るかと推察いたします。そして例会が今までとは違う方法での運営がされてるとお聞きして
います。
　この状況が早く落ち着きもっともっと活発な活動が出来る事を期待いたします。
　コロナ禍に於いて、退会する会員が増える事を懸念いたしております。
　各クラブとも会員増強があまり達成できていないクラブが多いと感じております。
　私は女性会員として少しお話させて頂きます。
　日本の女性会員の比率はまだ７％程度で推移しています。
　何故？ 何が入会のハードルになっている？
　２８３０地区で女性会員の集いを開催した時に意見を聞きました。
　「やっぱり！」 と思う事ばかりでした。男性の意識が変わらないと入会しにくいのです。
　男性優位の感覚が無意識の中にあるのです。ロータリー会員は世界を視野に活動しています。男女平等、会
員皆平等のロータリー精神で女性会員を受け入れて頂きたいと思います。
　そして入会後には活動の場を与えて頂きたい。これは女性会員の心からの希望です。
　現在 まだ女性会員の入会を認めないクラブもありますが、女性会員がいる事で活動に広がりが出てくる事は
確実だと思います。先ずは全てのクラブに女性会員がいる事を目指して入会を勧めましょう。初めての女性の
RI 会長が決定され益々女性活躍の時が来たのではないかと感じます。女性の潜在能力を引き出してくださるの
が男性ロータリアンの力です。よい事をしたい女性はたくさんいます。ロータリアンになる資格を持った女性
は貴方のお近くに必ずいるはずです。 是非是非 お誘いください。
　そしてクラブに会員増強と活性化の起爆剤になる事を期待いたします。
　日本の女性ロータリアン１０％を目指しましょう。

第 1地域　ロータリーコーディネーター補佐　佐々木　千佳子（十和田 RC）

コーディネーター

NEWS
コーディネーター

NEWS
2021 年 4月号 No.1
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

ローターアクト後期会長幹事会のご報告

国際ロータリー第 2520 地区　RA 代表 德 田  真 乃

オンラインでの会長幹事会

（古川東 RAC）
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寄付分類 所属クラブ 氏　　名
メジャードナー 仙台南 RC 鈴　木　俊　一

マルチプル・フェロー

盛岡北 RC 吉　田　祐　一
古川東 RC 高　橋　克　幸

仙台レインボー RC 岩　淵　　　徹
仙台レインボー RC 香　髙　　　茂

亘理 RC 山　田　周　伸
ベネファクター 仙台南 RC 星　　　　　毅

■ロータリー財団

2020-21 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2520

退会会員報告 寄付報告（4月）

　 地区ホームページに『卓話バンク』を新設しました。
「自分のクラブにはない職業分類の方のお話を聞きた
い！卓話のマンネリ化を何とかしたい！」こんな声に応
えるために、地区内で卓話を共有できるバンクを用意し
ました。クラブ例会で活用いただき、さらに例会運営や
活動のヒント、交流にも繋がればと思います。
　各クラブの卓話の動画をぜひご提供ください。尚、提
供いただく際は、事前に卓話者の了解をお願いします。

「卓話バンク」は地区会員向けの公開で、ログインＩＤ
とパスワードが必要です。クラブにお知らせしてありま
すのでご確認ください。
　まずは、伊藤ガバナーの７本の動画をアップロードし
ましたので、ぜひご覧ください。

本年度の地区大会にかわる地区記念事業として制作した
「ガバナーメッセージと地区内奉仕活動紹介の DVD」と「表
彰等を取りまとめた冊子」は、まもなくクラブにお送り
いたします。今しばらくお待ちください。

クラブ 氏　名 職業分類 退会日

二戸 松　田　博　幸 電気工事 3/31

盛岡南 中　田　達　郎 新聞配布 5/11

仙台 奥　田　隆　章 建設業 4/6

仙台北 三　城　　　聡 電気機器製造業 5/6

仙台北 村　田　　　忍 都市銀行 5/6

白石北 柴　田　利　雄 自動車整備 4/30

新入会員紹介

盛岡 RC

仙台青葉 RC

下
した
　道
みち
　利
とし
　幸
ゆき

西
にし
　原
はら
　克
かつ
　明
あき

2021.4.2 入会

2021.4.21 入会

行政書士

獣医師

盛岡東 RC

仙台青葉 RC

川
かわ
　越
ごえ
　将
まさ
　寛
ひろ

阿
あ
　部

べ
　義
よし
　浩
ひろ

2020.11.1 入会

2021.4.21 入会

医療 · 介護

接骨院

盛岡東 RC

仙台北 RC 岩沼 RC

気仙沼南 RC

原
はら
　田

だ
　誠
のぶ
　章
あき

齋
さい
　藤
とう
　正
まさ
　寛
ひろ

太
おお
　田

た
　聡
さと
　子

こ

髙
たか
　木

ぎ
　信
しん
　一
いち

2021.4.26 入会

2021.5.12 入会 2021.2.9 入会

2021.5.1 入会
交通誘導

大学教授 保険代理業

損害保険

宮古 RC 石巻西 RC 多賀城 RC

仙台青葉 RC

小
お
野
の
寺
でら
　賢
けん
　一
いち

髙
たか
　橋
はし
　利
とし
　広
ひろ

藤
ふじ
　田

た
　裕
ひろ
　之
ゆき

小
お
　原
ばら
　健
けん
　一
いち

2021.4.1 入会 2021.5.11 入会 2021.4.15 入会

2021.4.21 入会

自動車小売業 水道工事業 ＮＰＯ法人

自動車修理

◇動画データ送付先／ガバナー事務所（盛岡）　
ri2520@r4.dion.ne.jp

地区ホームページに
　　  「卓話バンク」を新設

地区記念事業DVD完成！

◆地区内奉仕活動紹介
　■第 1 分区　盛岡西北 RC
　■第 2 分区　花巻 RC
　■第 3 分区　気仙沼 RC
　■第 4 分区　釜石 RC

■第 5 分区　栗駒 RC
■第 6 分区　岩出山 RC
■第 7 分区　仙台 RC
■第 8 分区　岩沼 RC

◆ガバナーメッセージ
　伊藤智仁ガバナー

収録内容

地区記念事業DVD地区記念事業DVD地区記念事業DVD

「地区ロータリーを
語る」「地区ロータリーを
語る」

「地区ロータリーを
語る」
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2020-2021年度行事予定表（6月）

　昨年の今頃は、来年にはコロナも
収束し、地区大会や地区研修協議会、
そして国際大会もリアルで開催でき

ることを思い描いて、1 年間を『自粛』『行動変容』を優先
して過ごしてきました。しかし、実際のところは収まるどこ
ろか、全国的に『変異型』、COVID-19 にしてみれば『進化
型？』に置き換わっています。地区内においても宮城に続き、
岩手でも増加傾向にあり、残念ながら、各種行事もリアルで
は叶わず、I T を駆使してのデジタルでの実施となっていま
す。しかし視点を変えれば、コロナ感染がなければ、ロータ
リーにおけるデジタル化がこれほど急速に進まなかったこと

も確か。『習うより慣れよ』、そして『やってみるのさ、腐ら
ずに』。きっとこのコロナ感染が克服された際には、再びリ
アルがメインに戻るかもしれませんが、今回のデジタル化は
今後もさまざまな場面で活かされると思います。今のうちに
デジタルに対するアレルギーを克服し、適応力を高めていき
ましょう！きっと、ハイブリッドなロータリアンになってい
ることと思います。
　なお、伊藤ガバナー年度の月信は 7 月に最終号を発刊し
ます。よろしくお願いいたします。

編集後記

吉  田 　和  洋月信編集長

日　　程 行　　　　事 場　　　　所

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） 2021年バーチャル国際大会 バーチャル
19 日（土） ロータリー平和センターセミナー オンライン
27 日（日）-28日（月） クラブ活性化セミナー 2021 東京 オンライン

　3 月に入り、いよいよアメ

リカ国立衛生研究所（NIH）

での勤務が始まりました。

NIH の敷地は広大であり、

自然が多く、野鳥や鹿もた

くさんいるような、とても穏

やかな環境です。多くの医

療関係者が耳にしたことが

あるNIHを、初めて目の当たりにした時には、興奮が収

まりませんでした。世界トップレベルの研究機関での勤務

にもちろん不安を感じながらも、ここで 2 年間何とか頑張っ

ていこうと決意を新たにしたものです。

　勤務から最初の 1 か月は、毎朝空港のような持ち物

チェックを受けており、ようやくつい先日、NIH バッジとい

う職員証のようなカードが発行され、朝のわずらわしさが

だいぶ解消されました。仕事自体はまだ始まったばかりで

すので、まだ何かを成し遂げたわけではありませんが、パ

ソコンのセットアップ、医療安全や倫理 · 動物実験など多

くの講義、物品や試薬の場所の把握、初めての実験の

勉強、などなど、やらなければならないことは山のように

あります。毎週、実験の進捗 · 結果をボスに報告するミー

ティングがありますので、毎週何らかのデータは示さない

といけません。プレッシャーはあるものの、なんとか乗り

越えていきたいと思っています。

　プライベートに関してですが、日本で産婦人科医をし

ていたころに比べると、週末をとても自由に過ごすことが

できています。COVID-19 のことがありますので、制限が

全くないわけではありませんが、週末の度に国立公園や

鍾乳洞、大リーグ観戦など比較的自由に出かけておりま

す。ワシントン DC は桜が有名であり、cherry blossom 

festivalというとても大きな催しにも参加してきました。様々

な国籍 · 人種の方々が満開の桜をみて感動している光景

をみると、日本人として誇らしい気持ちになったものです。

　宮城県立がんセンターの山田院長先生に言われた言葉

があります。「留学は学問的な成果が挙げられれば勿論

最高ですが、後から振り返ると学問より経験です。留学

はアメリカを経験するだけで十分です。研究成果は色あせ

ますが、経験はいつま

でも鮮明に残ります。」

　この言葉を胸に、今

後もアメリカでの研究生

活を全力で邁進して参

ります。（2021年5月

8日報告抜粋）

奨 学 生 レ ポ ー ト

工 藤 　 敬

2020-2021-2022-2023年度
ロータリー財団グローバル補助金奨学生

岩手県出身。アメリカ国立衛生研究所で卵巣癌における新規治療戦略を研究。ホスト
地区　第7620地区（アメリカ·メリーランド州）／ホストRC   Metro Bethesda RC

く　  どう　　　   けい

国立衛生研究所

全米桜祭り／ワシントン D.C.
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第一分区 会員数

1 久慈 RC 28
2 二戸 RC 45
3 種市 RC 19
4 盛岡 RC 73
5 盛岡北 RC 38
6 盛岡西 RC 23
7 盛岡南 RC 49
8 盛岡東 RC 27
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 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 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 33
37 宮古東 RC 24
38 山田 RC 20

第五分区
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 50
45 若柳 RC 27

第六分区 会員数

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 33
55 利府 RC 13
56 七ヶ浜 RC 14

第七分区
57 仙台 RC 116
58 仙台平成 RC 10
59 仙台青葉 RC 57
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 58
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 10
75 柴田 RC 19
76 村田 RC 14
77 大河原 RC 32

（4 月末現在）
会員数合計 2,189

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


