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　世界的な新型コロナ感染拡大により、ハワイ
大会、台北大会と２年続けて中止になってい
たロータリー国際大会がアメリカ、テキサス州
ヒューストンで６月 4日から 8日まで開催さ
れました。入国制限は国によってそれぞれ異な
り、アメリカ入国に際しては 72 時間前のＰＣ
Ｒ検査が義務付けられ、盛岡市には検査証明書
が即日発行できる機関がないため、水沢病院ま
で行って検査しました。（現在は、検査の義務
は解除になり、ワクチン接種 3回の証明書提示
で入国可能です。）日本帰国時は、到着時のＰ
ＣＲ検査と隔離が6月1日から解除され、スムー
ズに入国できました。（72時間前のＰＣＲ検査
は必要ですが。）

　なんといっても、ほとんどの人がノーマスク
の状態で、開会式も密集状態。もちろんＰＣＲ
検査済みでないと会場に入れませんが。久しぶ

りのリアル開催での臨場感を味わいました。日
本人朝食会には、シェカール・メータ前ＲＩ会
長、ジェニファー・ジョーンズ RＩ会長の出席
をいただきました。ジェニファー・ジョーンズ
ＲＩ会長とは国際協議会ではオンラインで画面
越しの対面でしたが、今回は実際にお会いして
お話を伺うことができました。
よかったですよ。ノーマスク、リアル開催。
　今年度の国際大会は、オーストラリアのメル
ボルンで開催されます。2023 年５月 27 日か
ら 31 日です。もう既に登録受付が始まってい
ます。みんなで行きませんか。
入国規制もなく自由に行き来できるようになっ
ていることを願います。
　公式訪問もすでに始まっております。皆様と
ともに勉強させていただきたいと考えておりま
すのでよろしくお願いします。

ロータリー国際大会に
参加して

国際ロータリー第2520地区
2022-2023年度……ガバナー

天 沼  久 純   　 　
H i s a z u m i … … A m a n u m a

日本人朝食会でジェニファー・ジョーンズ RI 会長

第 2750 地区ガバナーナイト。
左端：天沼ガバナー、ひとりおいて智子夫人。
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　観測史上最短の梅雨が明け、酷暑到来です。
一部ではありますが東北各所では３年振りとな
る夏祭りの便りも聞こえてまいりました。徐々
にではありますが街の雰囲気も以前の賑やかさ
が戻りつつあります。
　さて、天沼ガバナー年度がスタートし各クラ
ブにおきましても会長を中心とした活動方針
を基に奉仕活動をはじめプロジェクトを力強く
進められていることと思います。新年度という
こともありますので、入会歴の浅いロータリア
ンの皆さま向けにひとつお話しいたしますと、
ロータリーには７月新年度の翌月より毎月特別
月間が設定されております。その位置付けは、
皆さまロータリアン一人ひとりが積極的にロー
タリー活動に参加できるよう国際ロータリー理
事会が指定した月間です。今月はロータリアン、
クラブ、地区が新会員の勧誘とロータリーの新
クラブ結成に焦点を当てて活動する「会員増強・
新クラブ結成推進月間」です。
　会員数の推移を振り返りますと、1905 年ロー
タリークラブの設立より順調に会員を増やし拡
大していきましたが近年は約 120万人で足踏み
し、日本においては 1996 ～ 97 年度の 13 万
649 人が最大で、現在ではおよそ８万 4千人。
2520 地区でも 2021 年度で 2,132 人と５年前
と比較すると 94.6％の推移です。会員増強はク
ラブ運営の確たる基盤となりますが、コロナ禍

やウクライナ情勢、そして世界規模の物価高騰
や円安の問題など、会員の増強・維持が今まで
以上に難しい状況下であることは確かですし、
少子高齢化・人口減少、ロータリーと競合する
会の増加や入会するメリット・魅力が伝わって
いないことも会員増強の課題としてあるはずで
す。ある地区のアンケートでは「貴方はこれま
で新入会員を紹介したことがありますか」との
質問に対し「ある」と答えた方は僅か 40.4％の
結果であったそうです。
　ロータリーライフの醍醐味は高い倫理基準を
持った職業人の異業種交流であり、職業人とし
て社会に貢献したいと考えている人の集まりで
す。交流を通して自らを高め学ぶことができる
場所がロータリーにはあります。皆さま、今一
度ご自身がロータリーで得た学びや経験、そし
て友人との出会いを振り返ってみてください。
ご自身のクラブに友人やお知り合いの方をお誘
いできる環境は整っていますか。例会やイベン
トなど楽しいクラブ運営がなされているでしょ
うか。改めてご自身のクラブの問題点・課題を
チェックして頂き、多様性を考慮して次世代を
担う若い世代、そして女性の方へ皆さま一人ひ
とりがロータリーの魅力を発信し入会の促進を
行ってまいりましょう。

会員増強・新クラブ結成
推進月間によせて

会員増強・戦略計画委員会
委員長

藤 﨑  三 郎 助   　 　（仙台ＲＣ）
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ガバナー補佐紹介

佐 々 木  裕 子

高 橋  一 隆

田 中  広 江

菅 原  忠 勝

　この度、第１分区ガバナー補佐を拝命致しました、二戸ロー
タリークラブの佐々木裕子と申します。久慈、種市、二戸の
３クラブを担当させていただきます。
　今年度のＲＩテーマは「イマジンロータリー」でございま
す。これを踏まえて、天沼ガバナーは地区スローガンを「More 
Service and Friendship もっと育てよう！奉仕と友情」と
されました。
コロナ禍ではありますが、だからこその多くの夢がかないま
すよう、それぞれのロータリアンが自分の職業をいかして楽
しく活動できればと思います。そのための地区と担当クラブ
のパイプ役として役割を果たさせていただきます。
　天沼ガバナーの活動方針のもと目標達成に向かって各担当
クラブとの情報交換、クラブ訪問、並びに会長幹事会を開催
させていただき、各クラブの方々と信頼と友情が結べるよう
努めて参ります。
そのうえで、ガバナーの意をお伝えし、各クラブのプロジェ
クトをガバナーにお伝えできればと思います。
先輩諸氏ならびに会員の皆様のご指導をいただきながら、こ
の１年間自らの学びの機会にもさせていただきたいと思いま
すので、どうぞよろしくお願いいたします。

　「一歩前へ～行動あるのみ～」
　これは、かつて私が J Ｃという青年会議所に在籍していた
折、2011 年に理事長を務めた際の、会のスローガンでした。
　「そこに、誰かがやらなければならないこと、誰かがやらな
いとそのことが先に進まないことがあったとき、その誰かに
私たちはなりたい。」目に見えない「心」の部分をどのように
育むか。目に見えない「志」をどう立てるか。沿岸被災者支
援や青少年育成事業など、その年は様々な活動から学び、そ
して育むことが出来ました。震災後にはコロナ、そして戦争。
　インターネットの開発は、そもそも戦争に勝つために開発
されたと見聞しましたが、震災にしてもコロナにしても、イ
ンターネットの急速な普及のお陰で、より敏速な復興、ある
いは終息に向かいつつあるのだと思います。ロータリーが平
和を唱えて以来１００年。その道のりは永く険しいものです
が、根幹にはやはり「４つのテスト」があるのだろうと思い
ます。
　今年度のテーマは「イマジンロータリー」です。「４つのテ
スト」を大切にしながら、ガバナーや、ガバナー補佐諸兄姉
と共に「イマジン」を広げて参りたいと思います。一年間、
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

　第１分区ガバナー補佐を拝命いたしました盛岡西北ロータリー
クラブの田中広江と申します。ロータリー歴は、1996 年 4 月
に入会後、2004-2005 年度クラブ幹事、2010-2011 年故
楢山直樹ガバナー年度地区代表幹事、2013-2014 年度クラブ
会長の時に「会員増強に対するガバナー賞」をいただいておりま
す。入会以来約４年間は青年会議所（ＪＣ）と並行で、ほとんど
会費要員で例会を欠席しておりましたが、40 歳のＪＣ卒業を機
に参加するようになり、瀬川敦義会長年度にクラブ幹事を仰せつ
かり少しだけ目覚めまして、それ以来現在まで皆勤賞 18 年目と
なります。
　地区出向は代表幹事として出向しただけでしたので、10 年以
上過ぎて今回が２度目の出向となり、程良い緊張感に包まれてお
ります。約 30 年前にも当時天沼久純実行委員長の下で関わった、
青年会議所全国大会がとても懐かしく思いだされます。様々な行
事に関わる初めての役割を頂いて、多くのロータリアンの皆様と
お会いし切磋琢磨できる良い機会と捉えて一所懸命に頑張りたい
と考えております。
　会員の皆様には会社経営にも WITH コロナで大変な過渡期を
迎え、悩みや苦しみ、迷いや不安が多い時期ですが、ロータリー
の仲間だけは、支え合い、助け合って歩み続けたいものです。先
ずはロータリーで会っている時だけでも、ニコニコ笑顔でお互い
の心の支えになり続けたいとも考えております。また仕事柄、心
と身体だけでなく、お金の健康をサポートする役割なので、職業
による奉仕活動こそロータリーの真髄だと感じております。
　コロナも終息して、天沼久純ガバナー年度が、楽しく有意義で
充実した 1 年となります様に心から願いまして就任のご挨拶と
致します。どうぞ宜しくお願い致します。

　この度、第 2520 地区第 2 分区ガバナー補佐を仰せつかりま
した、北上西ロータリークラブの菅原忠勝でございます。
　本年度は女性初の RI 会長ジェニファー・ジョーンズ氏の「イ
マジン ロータリー」の下、天沼ガバナーのご指導を受けながら
この大役を無事努めて行く決心を致しましたので宜しくお願い致
します。
　コロナ禍で、ロータリー活動の低迷、親睦事業等の中止を余儀
なくされて心配しておりました近年でしたが、ようやく収束の兆
しが感じられる様になりました。
　今年度は各クラブ様も盤石なクラブ活動・運営がなされると思
いますので、私は天沼ガバナーの方針を担当クラブの皆様にお伝
えし、そして各クラブの事業計画・運営方針や要望を確認し、天
沼ガバナーに報告し地区活動や運営が円滑に行われるようお手伝
いをさせて頂きます。
　私自身も、小さな事から一つずつ原点に戻り再確認し、歩んで
行きたいと思います、特にも日々成長し続ける青少年の良き道標
となるように誠実さと実行力を基本にしたいと思っております。
　「イマジン ロータリー」未来を描きながら、会員の皆さんとの
絆がいっそう深まり強くなるよう、今年 1 年微力ではあります
が努力して参りますので、皆様のお力添えとご協力をお願い申し
上げます。

第 1分区ガバナー補佐

第 2分区ガバナー補佐

第 1分区ガバナー補佐

第 2分区ガバナー補佐

（二戸RC）

（水沢RC）

（盛岡西北RC）

（北上西RC）
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小 山  清 之

奥 寺  　 修 　

鈴 木  和 博

齋 藤  泰 純

　2022-2023 年度第 3 分区三陸ゾーンのガバナー補
佐を拝命しました気仙沼南ロータリークラブ所属の小山
清之と申します。
　大船渡から千厩まで６クラブを担当させていただきま
す。
　今年度もコロナ過での活動ですが、一日も早い終息を
期待して各クラブが通常通りの活動ができ、ガバナー補
佐として何らかのお手伝いができます事を切に願ってお
ります。

ＲＩテーマ『イマジンロータリー』
天沼ガバナー　２５２０地区スローガン

『もっと育てよう！奉仕と友情』

を各クラブの皆様と共に実践できる様活動してまいりま
すので一年間どうぞ宜しくお願い致します。

　第 4 分区ガバナー補佐のご指名頂きました奥寺です。
私自身はロータリアンとしての経験も少なく、今回のガ
バナー補佐の業務について、皆様のご期待に応える活動
ができるか不安な面もありますが、折角お与えいただい
た責務ですので、最善を尽くして対応したいと思ってお
ります。
　当地区は、地域経済情勢からみても厳しい状況の地区
であり､ 東日本大震災以降、人口並びに地域事業者も減
少の一途をたどっており、分区内各クラブの会員確保に
も影響が出ているところです。
　今後の分区内活動に対して、できる限り各クラブとの
連携を密にし、相互の交流を深め､ 活動の活性化を図っ
ていけるよう､ 微力ではございますが貢献したいと考え
ております。ただ、いかんせん不慣れな点は覆うべくも
ありません。皆様のご指導を賜りますようお願い申し上
げます。

　私は、現在満 70 歳になります。ロータリー歴はおよ
そ 35 年とやや長く所属しているように思います。です
が、ここ 10 年位は、恥ずかしい話ですが「会費要員」
だけで過ごしております。
　今度所属平泉クラブ会長よりガバナー補佐の「仕事を」
仰せつかりました。しばらくロータリーの活動から遠ざ
かっておりましたが、「当地域持ち回り」ということで
承知致しました。本年7月27日の一関地区合同ガバナー
公式訪問に向け、主幹クラブをお引き受け下さいました

「一関中央クラブ」皆さんのご指導、ご協力のもと「公
式訪問」を成功裏に終わらせるべく奮闘しております今
日この頃でございます。
　当期ガバナー様に少しでもお役に立てれば幸いです。
　宜しくお願い申し上げます。
　「宮沢賢治先生と共に「ウラの畑にオリマス」。」　以上

　ロータリークラブに入会して 15 年になりますが、今回ガバナー
補佐に任命されました。
　ガバナー補佐は文字通りのガバナーの補佐として、ガバナーの意
向をクラブに伝えるのが役目であり、英語ではアシスタントガバ
ナーとなっておりますが、助手としてガバナーの手足になるという
ことでもありましょう。
　コロナ感染症によりロータリー活動も制限されており、今後もま
だ安心できません。
　有効な薬が出来てインフルエンザ並みになるという予想もありま
すが、一方でまだまだ 10 年は変異株が次々と発生して収まること
はないという説もあります。
　予断は許さないわけですが、長引くとロータリークラブの根幹であ
る例会の在り方も変えていかなければならなくなるかもしれません。
　しかしながら、ロータリークラブの根幹は異業種会員の集まりと
例会至上主義であります。一業種一人の会員規定は緩められました
が、あくまでも異業種交流により自分の職業について自覚し、その
業界の代表として参加すること。また例会は自分の職業サービスに
ついて四つのテストを始め、理想のサービスとはなにか、社会から
家族までサービスがいきわたっているかを常に反省と努力を重ねて
いく場所であります。
　コロナ禍でロータリークラブ本来の活動が十分に発揮できない状
態が続いている中で、本来のクラブ活動が出来るよう祈念して、就
任のあいさつといたします。

第 3分区ガバナー補佐

第 4分区ガバナー補佐

第 3分区ガバナー補佐

第 4分区ガバナー補佐

District 2520
（気仙沼南RC）

（遠野RC）

（平泉RC）

（宮古東RC）
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ガバナー補佐紹介

川 嶋  　 哲

奥 山  浩 二

鈴 木  忠 彦

郷 家  茂 樹

　ＲＩ会長テーマ「イマジンロータリー」
　そして、地区スローガン「More Service and Friendship　
もっと育てよう！奉仕と友情」
を、理解していきながら地区ガバナー天沼久純氏のもと、積
極的に取り組んでまいります。
　新型コロナウイルス感染症が世界中で猛威を振るって３年
が経とうとしています。
　今現在、アフターコロナ、ウィズコロナが確実視されると
いわれてきてはいますが、まだ実感がわかない日々が続いて
いるのも真実です。この先どのような世界になるのかはまだ
わかりませんし、人間がどのような思考にまとまるかはわか
りませんが、メンバーと共に感染対策を徹底しロータリー活
動をしていきたいと思います。
　若柳ロータリークラブは設立して 28 年が経ちました。
　私はチャーターメンバーではありますが、分からないこと
もたくさんありますので、勉強をしながら微力ではあります
が、ガバナーの力になり、メンバーの力になれるように頑張っ
ていきます。
　一年間、宜しくお願いします。

　第６分区大崎ゾーンを担当いたします、古川東ロータ

リークラブ所属の奥山浩二と申します。古川、岩出山、

加美、古川東の４つのクラブを担当させていただきます。

　私は、2000 年に一度入会しましたが、一年間活動し

て退会、再び 2005 年に入会し、今年で 18 年の活動

歴になります。2013-2014 年度会長を経験しました

が、2021-2022 年度に再び会長職を指名され 2 回の

会長経験者であります。

　今年度の国際ロータリーのテーマは「イマジンロータ

リー」です。明日のことをイマジン（想像）する人はい

ません。それは未来を描くことです。天沼ガバナーのス

ローガン「もっと育てよう！奉仕と友情」を尊重しなが

ら、ガバナー補佐として精いっぱい頑張ります。

　１年間よろしくお願い申し上げます。

　2022-2023 年度第５分区ガバナー補佐を仰せつかり
ました、石巻東ロータリークラブの鈴木忠彦です。
　私の担当する三陸ゾーンには、石巻東 RC、石巻西 RC、
石巻南 RC の３クラブがあり、それぞれのクラブが個性あ
る活動を行っております。しかしながら、前年度までは新
型コロナウィルス感染症の影響で、各クラブとも例会やプ
ログラムの変更、周年行事の開催等、制約の多い中での難
しい活動を余儀なくされました。
　今年度は天沼ガバナーの基本方針である第 2520 地区ス
ローガン「More Service and Friendship　もっと育て
よう ! 奉仕と友情」のもと、コロナ禍後の各クラブの事業
が円滑に推進し友情の輪がますます育つよう、前ガバナー
補佐である松本賢様のご指導、各クラブの皆様のご協力を
いただきながら、ガバナーと各クラブとの懸け橋として、
微力ながらガバナー補佐としての役割を精一杯努めてまい
りたいと思います。また、私自身もこの経験を通して、自
らのロータリアンとしての姿勢を見直す機会にしたいと思
います。
　１年間、よろしくお願いいたします。

　５回目のガバナー補佐就任です。クラブ会長は４回して
おりますが、それを超えて再登板いたしました。これまで
４人のガバナーに仕えてきましたが、どのガバナーも素晴
らしいガバナーで、良いたくさんの経験と出会いを与えて
くれました。
　私は菅原周一ガバナー年度の 1986-87 年度の GSE メ
ンバーでフランスアルザスロレーヌ地方へ派遣していただ
きました。そのすばらしいロータリーの奉仕活動にかかわっ
たことがきっかけで、ロータリーの世界で活動を始めまし
た。ロータリーへの恩返しと思い活動しています。ガバナー
になることが最大の恩返しになると考えていますが、いつ
かそのような人間になれるよう、まず補佐で頑張りたいと
思います。
　第６分区松塩グループ７クラブと担当数は多いですが、
それぞれすばらしい活躍をしているクラブぞろいですので
私の出番は少ないと思います。
　いい加減で、適当なことばかりの私ですが、よい加減で
適に当たるような仕事をこなせれば良いと思います。よろ
しくお願いいたします。

第 5分区ガバナー補佐

第 6分区ガバナー補佐

第 5分区ガバナー補佐

第 6分区ガバナー補佐

（若柳RC）

（古川東RC）

（石巻東RC）

（松島RC）
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亀 田  　 治

渡 辺  真 多

古 積  　 昇

櫻 井  淳 一

　「想像してください、私たちがベストを尽くせる世界を。
私たちは毎朝目覚めるとき、その世界に変化をもたらせる
と知っています」と 2022-23 年度 RI 会長ジェニファー・
ジョーンズ氏は語りかけます。イマジンロータリー！と。
　本年度第 7 分区青葉ゾーンガバナー補佐を拝命した
亀田治です、よろしくお願い致します。2 年半余に亘る
COVID-19 新型コロナウイルス感染症のパンデミックも
やっと落ち着きを見せて参りましたが、かたやロシアのウ
クライナへの侵略戦争が始まり世界は一向に落ち着きを見
せません。このような世界に於いて我々ロータリアンは理
想の社会を作り上げるため世界に働きかけることができる
でしょうか。「イマジンロータリー」想像しましょう、より
よい社会を！創造しましょう、よりよい社会を！個人で、
仕事を通じて、クラブを通じて、コミュニティを通じて。
それがロータリアンだと思うのです。
　微力ではありますがクラブと地区、クラブと天沼ガバナー
との架け橋になれるよう 1 年間努めたいと存じます。未熟
ではございますが皆様のご協力とご指導賜りたくお願い申
し上げます。

　第８分区阿武隈ゾーンは、11 年前に起きた東日本大震災で津
波被害を受けた名取、亘理、岩沼クラブ、福島の原発事故被災地
である角田、丸森クラブの５クラブからなります。
　第 2520 地区の皆さんも未曾有の災害から復旧復興が出来る
のだろうかと思ったのでは無いでしょうか。地区の全てのクラブ
が地域の復旧復興に向かって懸命に頑張っていたことと思いま
す。阿武隈ゾーンも同様でした。世界や全国のロータリークラ
ブから頂いたご支援や応援は本当に有難く感謝に堪えませんでし
た。その時、ロータリアンで良かったと思えたのが実感です。
　当時、ガバナー補佐を務めた田中勲名誉会員（岩沼 RC）の提
案で、東北の玄関である仙台空港に被災地の復旧復興と犠牲者の
鎮魂を願い「カリオンの鐘」建立を計画し、当時の小野寺則雄ガ
バナーのお力添えで全国のロータリークラブからバナーと支援金
を頂き、「カリオンの鐘」は完成しました。
　3.11 には、名取クラブを中心に阿武隈ゾーン 5 クラブで毎年
追悼祈念を行っています。また、定期的に会長幹事会を行い、そ
して色々な共同の事業を実施し、風通しの良いゾーンです。コロ
ナ禍で皆さんとお会い出来る回数が減り残念に思っていますが、
今年度は何とか元のように活動ができる様に成りたいと考えてい
ます。 

　第 7 分区仙台広瀬ゾーンのガバナー補佐を拝命しまし
た仙台西ロータリークラブの古積（こづみ）と申します。
仙台南、仙台北、仙台東、仙台西、仙台宮城野、仙台奥
羽の６クラブを担当します。
　ガバナー補佐の役割は、地区の方針（ガバナーのお考
え）を担当クラブにわかりやすくお伝えしてクラブ活動
に役立てていただくこと、そして各クラブの活動状況や
意見を率直にガバナーにお伝えすることだと思います。
まず私自身がロータリーを正しく深く理解した上で、地
区とクラブを繋ぐ柔軟性のある「かすがい」となれるよ
う努めます。
　また今年度は、私の所属クラブがインターシティー
ミーティングの主幹クラブとなっております。コロナ禍
の状況を注視しながら万全の感染防止対策をとり、でき
るだけコロナ前と同様の活発な意見交換や他クラブとの
交流の場となるよう、青葉ゾーンガバナー補佐と協力し
て準備を進めてまいります。
　一年間どうぞよろしくお願いします。

　第８分区蔵王ゾーン 2022-2023 年度ガバナー補佐の櫻井淳
一です。
　天沼ガバナーの支えと成るべく、当地区の円滑なるロータリー
活動を微力ながらお手伝い出来ればと思っております。
　天沼ガバナーのスローガン「もっと育てよう！奉仕と友情」。
この意味は未曽有のパンデミックと言う予想もしないコロナ禍で
疲弊した経済と人の心の復活であると思います。
　現時点でコロナ禍は終息したわけではありませんが、この社会
状況下であればこその、私たちロータリーが地域に寄与するべき
ポイントが満載であると言えるのではないでしょうか。
私たちは経済人としてロータリアンとして行動しなければなりま
せん。
　「もっと育てよう！奉仕と友情」
　この言葉を胸に私たちは動かねばならないと思っております。
　天沼ガバナーの言葉に「コロナ禍でも出来る限り行動します」
との主旨の発言があり、痛く心に染み入りました。
　私たちは東日本大震災を体験した、貴重な地区です。
　いつまでも、下を向いているわけには行きません。
　上を向いて歩きましょう！

「イマジンロータリー」
　想像しましょう。私たちの歩いている姿を。私たちがベストを
尽くす姿を。
　今年度、国際ロータリーのテーマは不思議です。想像すること
が、私たちの第一歩。

第 7分区ガバナー補佐

第 8分区ガバナー補佐

第 7分区ガバナー補佐

第 8分区ガバナー補佐

（仙台青葉RC）

（岩沼RC）

（仙台西RC）

（大河原RC）
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2022-23 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2520

ガバナー公式訪問 報告

　ＲＩ第 2520 地区天沼久純ガバナーの地区内第１回ガバナー公式訪問、
2022 年 7月 8日は生涯忘れられない一日になった。日本、世界の政治リー
ダー、奧六郡安倍氏のルーツを自認する元首相が凶弾に倒れた日時と重
なった。地区リーダー「あまちゃん」は智子奥様が岩泉生まれ宮古育ち
の共に盛岡三高出身と熱烈なる愛妻家と伺い、最初の訪問に宮古・山田・
宮古東３クラブを選んで頂いたことに名誉なことと感謝し喜びつつも、
岩手人として深い悲しみの一日であった。
　宮古東クラブは先の地区研修・協議会に於いて「ノミニケーション」
がない公式訪問ならテープを配布したらいかがかとの質問もいたしまし
たが、例会訪問でガバナーが根っからの「ノミニケーション派」と知り
宮古地域クラブも基本的に「ノミニケ派」で同じ志のロータリアンであっ

たのだと心が弾むノンアルのウナギ弁当昼食例会でした。
　ＲＩの「イマジンロータリー」としては多様性を尊重し育てて、ガバナーの「ノミニケーション」で奉仕と友情をより発展させそ
れを原動力としてロータリー活動をしようということと解釈いたしました。
　ガバナーには是非お時間を頂き沿岸ならではの酒肴に時間を忘れることが出来ます機会を３クラブ会員一同楽しみにしております。
（報告者：吉田　昇／宮古東RC会計）

　４クラブ合同例会に先立ち、会長・幹事会が開催され各クラブの現状と今年度
の重点目標について意見交換をしました。各クラブ共に会員の増強が課題である
ことや、事業の目玉として学校へ図書の寄贈、シングルマザーへの支援事業、家
族を含めた会員同士の親睦、地域との交流などの話題となりました。
　続いて会場を移しての合同例会が開催されました。
　天沼ガバナーからは、コロナ禍で活動が停滞したのを機に、ロータリークラブ
の原点である助け合いを重視することや、人と人の繋がりを重視し、出来るだけ
対面での行事を催していきたいなど、ガバナーの熱い想いを伝えて頂きました。
　天沼ガバナーから頂いた貴重なご意見を基に、今年度の活動を展開したいと思
います。（報告者：長根成次／遠野RC幹事）

・�経費削減のため 2022-2023 年度月信第２号（８月１日発行）から原則オンライン
配信について。
　問）�オンライン環境にない会員についてはどう対応するのかについてオンライン

か紙で選べる事も検討お願いしたい。
　答）�家庭、職場等で閲覧、出力するなど対応をお願いしたい。次年度には完全実施。
・ロータリーデー９月 25 日、ポリオデー 10 月 24 日クラブ独自で実施して下さい。
・9月 4日会長フォーラム参加のお願い。懇親会を予定。
・11 月 4 日〜 6日地区大会（中間なので表彰は行わない）
（報告者：熊谷輝夫／千厩RC幹事）

宮古・宮古東・山田ロータリークラブ

釜石、釜石東、大槌、遠野ロータリークラブ

千厩ロータリークラブ

4分
区

第

4分
区

第

3分
区

第

■開催日：7月8日（金）　■会場：レストランほりた2F
■同行者：齋藤泰純 ガバナー補佐　西川修司 地区幹事

宮古RC 宮古東RC

山田RC

■開催日：7月13日（水）　■会場：あえりあ遠野
■同行者：奥寺 修 ガバナー補佐　竹花寛幸 地区幹事

■開催日：7月12日（火）　■会場：㈱マリアージュ
■同行者：小山清之 ガバナー補佐　小笠原敏之 副代表幹事
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ロータリー賞（インターアクトクラブ）は、より大きなインパクトをもたらし、参加者の基盤を広げ、より
積極的なかかわりを促し、適応力を高める活動を行うことで、ロータリーの行動計画を支えたクラブを表彰
するものです。ロータリー賞の受賞に必要な要件は以下の通りです。
　・20 の目標から、クラブのアドバイザーの指導を受け 11 の目標を選ぶ
　・クラブが目標を達成したら、「達成」の欄に印をつける
　・ スポンサークラブの役員とクラブのアドバイザーが年度を通じてワークシートを参照し、クラブによる

目標達成の進展を記録する
　・ スポンサークラブの役員またはインターアクトクラブのアドバイザーと協力し、8 月 15 日までにオン

ラインの推薦フォームを提出する

ロータリー賞（ローターアクトクラブ）は、より大きなインパクトをもたらし、参加者の基盤を広げ、より
積極的なかかわりを促し、適応力を高める活動を行うことで、ロータリーの行動計画を支えたクラブを表彰
するものです。ロータリー賞の受賞に必要な要件は以下の通りです。
　・22 の目標から少なくとも 12 の目標を選ぶ
　・クラブが目標を達成したら、「達成」の欄に印をつける
　・年度を通じてワークシートを参照し、クラブによる目標達成の進展を記録する
　・ スポンサークラブまたはローターアクトクラブ会長が、8 月 15 日までにオンラインの推薦フォームを

提出する

ロータリー賞（ロータリークラブ）は、各年度に優れた取り組みを行ったクラブを
表彰するものです。
ロータリー賞を達成するには以下を行う必要があります。
　・[My ROTARY] ロータリークラブ・セントラルを開く
　・25 の目標の中から 13 の目標（または全目標の 51% 以上）を選ぶ
　・選んだ目標を達成する
　・6 月 30 日までにロータリークラブ・セントラルで達成を報告する

2022-2023年度ロータリー賞について

ロータリー賞（ローターアクトクラブ）

ロータリー賞（インターアクトクラブ）

ロータリー賞（ロータリークラブ）

詳細はこちら　⇒
https://my.rotary.org/ja/learning-reference/learn-topic/awards

クラブの表彰
個人の表彰
ロータリアン以外の表彰

RI の表彰について
人々の生活を豊かにするため、クラブに活気をもたらすため、そし
て平和な世界を築くために、ロータリーでの奉仕に力を尽くした
方々に表彰というかたちで感謝の気持ちを伝えることができます。

クラブがロータリー

賞の目標に取り組む

ことで、ロータリー

の力強さを保ち、次

世代にとってふさわ

しい文化を育むこと

ができます。
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クラブ 氏　名 職業分類 退会日
盛岡西 佐　藤　　　實 眼鏡材料販売 2022/6/30
盛岡西 東海林　利　哉 民事弁護士 2022/6/30
盛岡南 髙　橋　貞　雄 建設業 2022/6/30
盛岡西北 酒　井　啓　充 医薬品配置販売 2022/6/30
盛岡滝ﾉ沢 田　村　　　武 建築設計及び建築工事一式 2022/6/30
盛岡滝ﾉ沢 村　井　利　昭 保険調剤薬局 2022/6/30
盛岡滝ﾉ沢 佐　藤　晴　紀 保険代理業 2022/6/30
盛岡滝ﾉ沢 大　橋　正　和 保険調剤薬局 2022/6/14
盛岡滝ﾉ沢 小豆嶋　純　子 眼科医療 2022/6/30
盛岡滝ﾉ沢 守　屋　和　彦 不動産業 2022/6/30
盛岡滝ﾉ沢 高　橋　　　功 葬祭業 2022/6/30
花巻 小　原　紀　彰 泌尿器科医 2022/6/30
北上 谷　村　久　興 電気通信機器製造 2022/6/30
水沢 佐　藤　彰　彦 金融業 2022/6/30
大船渡西 鳥　井　絹　氏 旅館業 2022/6/30
釜石 藤　井　　　了 宗教法人 2022/6/30
宮古東 阿　部　淳　之 電気通信工事業 2022/6/30
宮古東 村　上　善　滋 電力供給業 2022/6/30
宮古東 畠　山　正　克 冷凍空調設備工事業 2022/6/30
石巻南 勝　又　秀　幸 産業廃棄物処理業 2022/6/8
佐沼 佐　藤　静　市 文具機器販売 2022/6/30
古川東 檜　野　成　利 建設業 2022/6/30
古川東 小　林　雅　史 建設業 2022/6/30
仙台 神　田　真　介 全国放送 2022/6/7

クラブ 氏　名 職業分類 退会日
仙台 市　川　　　隆 鉄道運輸 2022/6/28
仙台泉 須　藤　　　泰 消防機器 2022/6/30
仙台青葉 梅　津　　　聡 不動産賃貸 2022/6/30
仙台青葉 小　野　幸　治 電気工事 2022/6/30
仙台青葉 佐　藤　　　守 通信機器システム ･ 保守 2022/6/30
仙台青葉 秋　吉　直　敏 警備保障 2022/5/31
仙台青葉 武　田　雅比人 公認会計士 2022/6/30
仙台青葉 岩　松　廣　行 温泉旅館 2022/6/30
仙台青葉 阿　部　義　浩 接骨院 2022/6/30
仙台青葉 酒　谷　貴　士 健康コンサルタント 2022/6/30
仙台青葉 芳　賀　英　樹 プロパンガス販売 2022/6/30
仙台東 鳥　飼　健　司 PR プランニングﾞ 2022/6/28
仙台宮城野 千　葉　　　健 精神科医 2022/6/30
岩沼 長　田　幸　夫 ガラスサッシ工事業 2022/6/30
岩沼 佐　藤　智　世 生命保険 2022/6/30
岩沼 工　藤　芳　明 弁護士 2022/6/30
岩沼 太　細　　　彰 気力整備 2022/6/30
丸森 菅　野　八　郎 石材業 2022/6/29
白石 三　浦　義　邦 内科医 2022/6/15
大河原 原　田　　　眞 税理士 2022/6/30
大河原 高　橋　尚　敏 菓子製造 2022/6/30
大河原 樽　見　正　仁 石材加工販売 2022/6/30
大河原 本　木　拓　也 通信機器販売 2022/6/30
大河原 吉　田　　　茂 自動車販売 2022/6/30

退会会員報告（2021-2022 年度）

新入会員紹介
2022-2023年度

2022-2023年度 2021-2022年度

2021-2022年度
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2022-23 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2520

盛岡 RC

仙台南 - 白石 R 衛星

仙台東 RC

花巻 RC

大河原 RC

花巻 RC

水沢 RC

石巻西 RC

仙台 RC

石巻西 RC

仙台 RC

仙台南 RC

仙台 RC

仙台南 - 白石 R 衛星

仙台泉 RC
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2022.7.8 入会

2022.7.4 入会

2022.6.28 入会

2022.7.1 入会

2022.7.1 入会

2022.7.1 入会

2022.6.30 入会

2022.7.12 入会

2022.6.28 入会

2022.7.12 入会

2022.6.28 入会

2022.7.7 入会

2022.6.28 入会

2022.7.4 入会

2022.6.16 入会

電力供給

自動車修理

自動車部品販売

生花販売業

菓子製造

土地家屋調査士

金融業

建築業

生命保険

宿泊飲食業

証券業

旅行業

代行サービス業

中華料理店

プラント設計施工

早　坂　　　儀 今　野　敦　之

1972 年 7 月 1 日入会 1992 年 2 月 16 日入会
2022年6月27日ご逝去（享年85歳） 2022年6月14日ご逝去（享年80歳）

ロータリー財団およびロー
タリー米山記念奨学会から
地区への寄付認証の連絡が
月信制作の締め切りに間に
合わないため、6 月分の寄
付認証については、月信 9
月号に掲載いたします。
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日　　程 行　　　　事 場　　　　所

8
月

6日（土） 地区ロータリー財団セミナー・補助金管理セミナー 岩手 アイーナ（いわて県民情報交流センター）

7日（日） ローターアクト前期会長幹事会 宮城 ハイブリッド方式／ZOOM、生涯学習支援
センター（仙台市）

8日（月） インターアクト年次大会 宮城 尚絅学院高等学校

27日（土） 直前ガバナー慰労会 宮城 ウェスティンホテル仙台

9
月

4日（日） 会長フォーラム、分科会 岩手 盛岡グランドホテル

4日（日） 米山記念奨学会研修旅行 宮城 松島方面

5日（月）-6日（火） GETS 東京 グランドプリンスホテル高輪

7日（水） 23-24年度の地区研修リーダーのためのセミナー（DTS) 東京 グランドプリンスホテル高輪

25日（日） 米山記念奨学会研修会(カウンセラー研修会) 宮城 江陽グランドホテル

25日（日） ロータリーデー（海岸一斉清掃）

2022-2023年度行事予定表（8・9月）

9月25日（日）はロータリーデー。一斉清掃をお願いします！

ウクライナ支援募金ご報告

◆◇◆　クラブ会長フォーラムのご案内　◆◇◆

昨年度、第 2820 地区（茨城）の呼びかけで行った海岸一斉清掃を今年度も実施いたします。9 月 25 日（日）をロータリー
デーとし、世界中のロータリアン、ローターアクト、インターアクト、ロータリー米山記念奨学生、青少年交換留学生な
どロータリー関係者と市民の皆様と共に海岸、河川、湖沼、公園などの清掃を行います。美しい地球を次世代に引き継ぐ
ため、清掃活動を通じて環境問題に対する意識の変容を促し、ロータリーの公共イメージ向上に貢献します。
クラブによってはこれまでの継続奉仕事業との兼ね合いや、都合もあるかと存じますが、別日程で構いませんので各クラ
ブで奉仕活動をしていただき、ロータリーデー開催へご理解ご協力を頂きますようお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会奉仕委員長　斎藤 正人（仙台泉 RC）

　去る 5月 29 日の 2022 年地区研修・協議会の会場において、ウクライナ支援募金活動
をさせていただき、皆様の善意の募金額が 55,392 円になりましたことを報告致します。

ロータリーはウクライナ支援に尽力し、第 2520 地区でも
前年度「ロータリー災害救援基金」へウクライナ支援の為
DDF10,000 ドルを寄贈しております。この度の募金は、令和
４年７月５日盛岡南 RCの例会において、天沼久純ガバナー
から岩手県北上市在住のウクライナ人トムシンスカ・ナター
リアさんへ支援金として寄贈しました。また、盛岡南 RCの
川村英司会長から「スマイル基金」による支援金が贈られま
した。ナターリアさんは「支援金は医薬品や医療機器の購入に役立てます。皆さんの支援に
心より感謝いたします」と話されました。（文責�水沢東 RC　佐藤�勝己）

ＲＩ会長テーマ「イマジン ロータリー」のもと、地区として初めての試みです。
クラブ活性化のカギとなる会員増強とＤＥＩ※をテーマに、菅原裕典ＲＩ研修リーダーのご講演、ＲＬＩ方式による活発
な意見交換などを行います。
　　日　時　　9 月 4 日（日）13 時開会（12 時半登録開始）16 時 40 分閉会予定
　　場　所　　盛岡グランドホテル
　　登録料　　10,000 円（フォーラム終了後懇親会を予定しています）／懇親会欠席の場合は 3,000 円

※ＤＥＩ：多様性（Diversity）、公平さ（Equity）、インクルージョン（Inclusion）

この度、日韓親善委員会委員長に
就任されました。

月信 7月号でお知らせした内容に変更がございます。

◆前沢RC　事務所（下記に変更）
　　　〒 029-4211　奥州市前沢駅東 2丁目 9-8
　　　税理士法人あおば会計鈴木勇基事務所　内
　　　　　　　　　　電話 0197-41-3211　FAX�0197-41-3213
◆利府 RC　FAX番号���022-356-2133��⇨��022-356-2175

桑 原 　 茂  パストガバナー
（塩釜ＲＣ）

5/29 募金活動／左から大江勝雄
( 仙台青葉 )、佐藤勝己（水沢東）、
秋田陽子（仙台レインボー）

トムシンスカ・ナターリアさん
と天沼ガバナー
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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
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District 2520

Iwate…area

Miyagi…area

第七分区
57 仙台 RC
58 仙台泉 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

　 仙台南-白石R衛星

63 仙台北 RC
64 仙台東 RC
65 仙台西 RC
66 仙台宮城野 RC
67 仙台奥羽 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

岩手県大船渡市の代表的な景勝地。「乱曝谷（らんぼうや）」
は、数 10 メートルの切り立った岩壁が向かい合う海の谷間
で、眼下の巨岩「雷岩（かみなりいわ）」では岩の下の海食
洞穴に打ち当たる波が、その中の空気を圧縮して「ドーン」
という雷のような音を響かせます。
この音は「残したい日本の音風景１００選」にも選ばれて
います。

碁石海岸 乱曝谷 雷岩
編 集 後 記いわて百景 ❷

いよいよ天沼ガバナーの公式訪問がスタートしました。各
クラブの皆様との「つながり」を深めて、「奉仕と友情」の
輪が広がることを願っております。また、皆様からの公式
訪問の報告もよろしくお願いします。私は、「月信」のほか、
ロータリーの友地区代表委員も担当しており、毎月の「友」
感想リポート提出等の締切りに追われる 1年になりそうで
す。会員の皆様からの「月信」や「友」への投稿をお待ち
しております。（月信担当幹事　藤原繁）




