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　11 月 4、5、6 日に開催された第 2520 地区地
区大会では多くの皆様にご参加いただきありが
とうございました。4 日のゴルフコンペから始ま
り 6 日の大懇親会まで、晴天に恵まれ絶好の大
会日和でした。おかげさまで本会議には 830 名
余の登録参加をいただきました。本会議に続く
記念演奏では、ウクライナ出身のカテリーナさ
んのバンドゥーラ演奏と故郷への思いがこもっ
た透明感のある歌声に涙いたしました。大懇親
会は、ミスさんさ踊りとミス太鼓に「さんさ踊り」
で盛り上げていただきました。
　大会終了後、各方面、クラブの方々から「素
晴らしい大会だった」「楽しい大会をありがとう」
など、多くの嬉しいお言葉をいただきました。
準備段階から苦労をおかけした実行委員会の皆
様始め運営にご尽力いただいた皆様に感謝を申
し上げます。ありがとうございました。

　さて、10 月 23 日（日）、仙台市の常盤木学園
高校において、ロータリー青少年交換（短期・
長期）派遣事業選考試験が行われました。翌日
は世界ポリオデーであったため、休日のこの日
に地区のポリオデーの行事も重なり、その日は
にぎやかな日となりました。
　ロータリー青少年交換事業は、現在 100 カ国
以上で実施されています。15 歳から 19 歳までの
学生が海外に滞在して言語や文化を学びながら
海外に友人を作り、世界市民としての自覚を養

うことを目的としたプログラムです。第 2520 地
区では、長期交換は約 10 カ月、短期交換は２週
間のプログラムを実施しています。
　新型コロナ感染拡大の影響で中止しておりま
したが、再開が決定した第１回目の派遣となりま
す。今回は長期 4 名、短期 14 名の応募がありま
した。私としては、全員行ってもらいたいという
気持ちでしたが、諸事情もあり選考させていただ
いた次第です。その結果として、長期３名、短
期７名（いずれも補欠なし）に決定いたしました。
選考から外れた皆さんは残念でしたが、また別
の機会に恵まれますよう祈っております。また、
見事合格された皆さんは、選ばれなかった方の分
も頑張って行ってもらいたいと思います。
　私の息子も 2003-2004 年度に長期交換留学生
としてブラジルに派遣させていただきました。
当時は、飛行機の接続の便も悪かったため、英
語もろくに話せなかった息子がよく一人で、24
時間以上かかってホームステイ先までたどり着
いたものだと感心しました。私たち夫婦も、彼
の陣中見舞いと称して留学期間中に訪問しまし
たが、予約の便が違っていたり、言葉も通じな
かったり、やっとの思いでホームステイ先につ
いたものでした。たった一人で旅をして、初め
て親と離れて一年生活したことは彼にとって貴
重な体験になったに違いありません。
　派遣生の皆さんの将来に期待しています。

地区大会参加に感謝！！

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
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　心安らかに玄冬を生きる

　古代中国では人生を４つの季節に分けていま

す。青春、朱夏、白秋、玄冬の季節を順番に生

きていくのが人生とのことです。私は 11 月で

80 歳になりますが、まさに玄冬です。

　“春愁や老医に患者のなき日あり”　神戸の開

業医、五十嵐久雄さんの句です。たぶん名医と

うたわれた彼と思われますが、高齢となり患者

さんが来なくなって少し寂しいけど、窓越しに

見える穏やかな春を人生最後の季節（玄冬）と

受け入れ、そして孤独を淡々と楽しみとして味

わう、高齢者ならではの至福の時間を句で示し

ています。“春愁とは穏やかな春の日にふと感

じるもの悲しさ”であります。

　振り返って私自身のことですが、日頃の忙し

さのため健康に目を背けていた結果、72 歳の時

脳梗塞を発症しました。車を運転し関連病院に

到着する５分前に右手の痺れと右半身の麻痺が

生じました。すぐ病院で治療を受けましたが、

一時は専門の整形外科手術はおろか外来診療も

おぼつかない状況でしたが、早期治療が幸いし

その後順調に回復しました。嬉しいことに諦め

ていた外来診療はもちろん、ライフワークの人

工関節手術もできるようになりました。退院後

初めての人工膝関節手術が終わり病院を出て、

そよ風が頬に当たった時、手術が再び出来た嬉

しさに今まで味わったことのない感動を覚えま

した。まさに外科医ならではの至福の時間でし

た。皆様には人間ドックなどの検診を受けな

かった私を反面教師として健康に気を付けて頂

くことをお勧めします。

　仏教の開祖お釈迦様は全ての人が直面する

（生きること、老いること、病気になること、

死ぬこと）など４つの苦しみのため 29 歳より

修行に入り菩提樹の下で瞑想し 35 歳で悟りを

開いております。

　玄冬に入った私ですが悟りはとても無理なの

で当然この４苦と向かい合っています。体力

や筋力は少しずつ衰えていくことはやむをえま

せんが、しかし患者さんの診療が出来る喜びを

知った結果、医学に対する探求心が日々に増し

あまり好きではなかった勉強が好きになってき

ました。知的好奇心に目覚めたわけです。不思

議なことに夢中で患者さんのことを考えている

時は気にしていた４苦を全く感じなくなりびっ

くりしました。病気をしたことにより心の持ち

方を教わりました。

　医学に限らず皆様にも好奇心を持ち続けるこ

とをお勧めします。最後に健康の３原則は食事、

運動、社会参加です。コロナ感染もまだ油断で

きませんが出来るだけ社会参加をすることをお

勧めします。

（駒ヶ嶺リウマチ整形外科クリニック院長）

疾病予防と治療月間によせて

盛岡南ロータリークラブ

駒 ヶ 嶺 　 正 隆
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ガバナー公式訪問 報告

仙台北ロータリークラブ

盛岡滝ノ沢ロータリークラブ

塩釜ロータリークラブ

7分
区

第

1分
区

第

6分
区

第

■開催日：10月5日（水）　■会場：江陽グランドホテル
■同行者：古積昇 ガバナー補佐　工藤拓也 事務局長

■開催日：10月6日（木）　■会場：北ホテル
■同行者：田中広江 ガバナー補佐　竹花寛幸 地区幹事

■開催日：10月7日（金）　■会場：ホテルグランドパレス塩釜
■同行者：郷家茂樹 ガバナー補佐　三塚訓男 副代表幹事

　11 時より仙台北 RC 会長渡邉宏、幹事菊地茂樹を交え懇談会実施。クラブ活
動計画書に沿って会長方針「継承そして前進」を説明。コロナ禍であるが毎週
例会を実施するスケジュールで会員の積極的参加を促している。会員は 20 歳代
から 80 歳代まで多岐に亘り、平均年齢は 56 歳。五大奉仕委員会、若手を中心
に構成し、副委員長にベテランを配している。2023 年 4 月で創立 65 周年、70
周年に向け会員増強 70 名目標。ホームページ作成中、公共イメージアップ並び
に会員間での情報共有。DEI 勉強会実施、講師に大阪西南 RC 四宮孝郎 PG 招
聘。世界ポリオデー、10 月 23 日ポリオ根絶チャリティーイベントに参加予定。
環境（クリーン事業）部門、川崎地区にロータリーの森を所有。国際奉仕活動
として 2020 年ミャンマーに学校建設、政変激化で訪問が困難になっている現状。

例会では、新入会員阿部毅氏の入会式実施、天沼ガバナーよりバッヂと名札を付けて頂く。（報告者：菊地茂樹／仙台北 RC 幹事）

　盛岡滝ノ沢ロータリークラブは 2022-2023 年度会員 2 名と新入会員 4 名でスタート
しました。ガバナー公式訪問は 6 人でお迎え、と計画しましたが、当日発熱者、そし
て会社の急な重要会議、と 2 名の欠席があり、クラブ側の出席者は新入会員 3 名と会
長職 7 回目の山口の 4 名でした。天沼ガバナーからは、初めての女性ＲＩ会長ジェニ
ファーＥ.ジョーンズ氏の紹介、そして国際ロータリーのテーマ「イマジンロータリー」、
私たちがベストを尽くせる世界をイマジン（想像）して行動しましょうと。そして
2520 地区のスローガン「もっと育てよう！奉仕と友情」のご紹介があり、盛岡滝ノ沢
ロータリークラブは明るい未来をイマジンして行動します。応援ご指導お願しますと。

（報告者：山口淑子／盛岡滝ノ沢 RC 会長）

　10 月 7 日 ( 金 )、塩釜ロータリークラブにおけるガバナー公式訪問は、鹽竈神
社参拝からスタートしました。インターアクトでお世話になっている塩釜高校
の黒田校長にも一緒に参拝に参加して頂きました。当日は、曇りの天気でしたが、
風も穏やかで参拝日和となりました。志波彦神社を参拝してから鹽竈神社を参
拝。天沼ガバナーは小学生以来の参拝とのことで、感動して頂けたと思います。
黒田校長にも大変喜んでいただきました。
　例会前に別会場にて会長幹事会を開催し、クラブの現状報告、今年度の活動
方針の説明をさせていただき、貴重なご意見と励ましのお言葉を頂きました。
　ガバナー公式訪問例会では、ロータリーのＤＥＩの取り組みについてお話し
と、ＤＥＩの実践・認識することが会員増強に必要とのお話しを頂きました。

当クラブの会員にとって、大変有意義な時間を共有することができました。（報告者：櫻井　忍／塩釜 RC 幹事）

盛岡西北ロータリークラブ1分
区

第 ■開催日：9月28日（水）　■会場：ホテルメトロポリタン盛岡本館
■同行者：田中広江 ガバナー補佐　三塚訓男 副代表幹事

　新型コロナの影響により今期は夜例会を中止していましたが、やっと今
期初の夜例会を開催し、天沼ガバナーをお迎え出来ました。天沼ガバナー
より 10 月 23 日盛岡 8 クラブによるポリオデーの啓蒙活動、第 2520 地区の
地区大会への協力と参加要請、青少年短期交換生推薦に対して感謝のお話
がありました。私からは、今期は親睦を深めるために、それぞれの委員会
活動を活発にして「強いクラブを目指す」と説明いたしました。ガバナー
からは、我が盛岡西北 RC の印象として「元気で楽しく活動している」と
お褒めの言葉を頂戴しました。またロータリー賞へのエントリー、ロータ
リーカードの作成、インターアクトとローターアクトとの活動をご提案い

ただきましたので、今後のクラブ運営に活かしていきます。例会では、ガバナーより新会員の岩舘会員にバッジを授与して貰い、岩舘会員
も恐縮しながらも、幸運を喜んでいました。（報告者：伊藤和則／盛岡西北 RC 会長）

月信 11 月号に掲載の公式訪問報告におきまして、盛岡西北 RCの写真が間違っておりました。大変申し訳ござ
いませんでした。お詫びし、改めて掲載いたします。
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古川・古川東ロータリークラブ6分
区

第 ■開催日：10月11日（火）　■会場：アインパルラ浦島
■同行者：奥山浩二 ガバナー補佐　小笠原敏之 副代表幹事

大和・利府・松島ロータリークラブ

岩出山・加美ロータリークラブ

6分
区

第

6分
区

第

■開催日：10月12日（水）　■会場：パレス松洲
■同行者：郷家茂樹 ガバナー補佐　三塚訓男 副代表幹事

■開催日：10月13日（木）　■会場：割烹 日富見家
■同行者：奥山浩二 ガバナー補佐　三塚訓男 副代表幹事

　10 月 11 日（火）に古川 ･ 古川東ロータリークラブ合同でガバナー公式訪問を開催いたしました。ガバナーのお人柄とご
配慮により、大変有意義なものでした。会長幹事会では、小笠原副代表幹事、奥山ガバナー補佐にもご同席いただき、和や
かな中でガバナーと懇談ができ、貴重な時間を共有できました。また、例会行事では天沼ガバナーより貴重な講話をいただ
き、会員一同改めてロータリーの意義を考えることが出来ました。
　精力的なガバナーに接し、私共も従来の活動に誇りを持ち、時代に適した奉仕を探求し、奉仕の芽を育んで参りたいとの
思いを強くいたしました。（報告者：佐々木祐也／古川東 RC 幹事）

　ガバナー公式訪問合同例会に先立ち、別会場においてクラブ毎に現状
と共通の課題である会員の高齢化、減少・増強についてガバナーとの意
見交換が行われました。一例として松島ＲＣでは現在会員 5 名での例会
に家族の参加を頂き８～９名で例会を開催しております。合同例会では
ガバナーよりＲＩ会長方針、地区の活動方針のご挨拶で、ロータリーデー
の清掃活動や世界ポリオデーの取り組み、地区大会開催に向けての協力、
また月信のオンライン化についてのご説明がございました。月信のオン
ライン化は高齢者が多いクラブには難問なところがあると見受けられま
した。第２部はガバナーを囲んでの交流会は大変盛り上がりがありまし
た。３クラブ併せて会員数 21 人の小さなクラブ、これからも友情を深
め助け合いながらクラブ運営をしてまいります。

（報告者：佐藤稜威彦／松島 RC 幹事）

　例会に先立って開催された会長・幹事会では、クラブの現状と今年度
の活動計画等について両クラブ会長が説明し、天沼ガバナーよりご助言
をいただきました。例会は、いつものようにロータリーソング斉唱、国
際ロータリーのテーマそして地区スローガンの唱和で始まりました。合
同の例会とあって普段とは違った緊張感がありつつも、終始和やかな例
会でありました。
　天沼ガバナーからは地区活動が順調に進んでいること等のご報告があ
りました。また、各クラブにおいては継続的に元気なロータリー活動に
取り組んでほしいとの激励のお言葉を頂戴し、今後のクラブ活動や事業
を進める上での大きな力となりました。ご訪問に感謝申し上げます。

（報告者：山田寿子／岩出山 RC 幹事）

古川RC 古川東RC
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ガバナー公式訪問 報告
仙台ロータリークラブ

仙台奥羽ロータリークラブ

仙台冠ロータリークラブ

仙台青葉ロータリークラブ

7分
区

第

7分
区

第

7分
区

第

7分
区

第

■開催日：10月18日（火）　■会場：ホテルメトロポリタン仙台
■同行者：亀田治 ガバナー補佐　三塚訓男 副代表幹事　天沼智子ガバナー令夫人

■開催日：10月18日（火）　■会場：医療法人総志会モークシャタウン多目的ホール
■同行者：古積昇 ガバナー補佐　三塚訓男 副代表幹事　天沼智子ガバナー令夫人

■開催日：10月19日（水）　■会場：ホテルモントレ仙台
■同行者：亀田治 ガバナー補佐　三塚訓男 副代表幹事　天沼智子ガバナー令夫人

■開催日：10月19日（水）　■会場：ホテルメトロポリタン仙台
■同行者：亀田治 ガバナー補佐　三塚訓男 副代表幹事　天沼智子ガバナー令夫人

　2017-2018 年度ガバナー藤﨑三郎助会員以来、第 8 代目のガバナー
（2025-2026 年度）候補として、例会を一時的に臨時総会に切り替え、会
員数 126 名の総意として加藤雄彦会員を推薦することになりました。同
会員は現在会長のため、ガバナー指名委員会が認めれば、ガバナーノミ
ニーデジグネートにはならず、ガバナーノミニーからのスタートとなり
ます。ちなみに、同会員のご尊父昭氏は 1998-1999 年度ガバナー（旧
RID2810）をお務めになられました。亀井昭男国際親善委員長から来年
5 月のメルボルン国際大会への参加案内や木村淳 IM 委員長と髙坂知節
ロータリー情報委員長が共同で実施した委員会報告が披露されました。

（報告者：吉田仁秋／仙台 RC 幹事）

　会長幹事会では当クラブの構成や特色をご紹介し、ハイブリッド例会
の効果や基幹事業“ＵＲＵＳＨＩ ＰＲＯＪＥＣＴ”の詳細などにつき、
ガバナーより熱心なご質問をいただきました。例会では、会員アイディ
アに基づくスタートアップ奉仕活動事業（耕作放棄地美化、蕃山登山調査、
大人大学）につきご紹介しました。当クラブの運営は特殊ながら、ガバ
ナーからは議論中心の例会運営、新しい奉仕活動への挑戦を軸とした活
動、それらから生み出された成果を地区内に共有すること等に期待され
る旨のお言葉をいただき、会員一同大いに励まされました。同時に、ガ
バナーのお言葉の端々からロータリアンとしての心構えを改めて学ばせ
ていただいた、貴重な１時間となりました。

（報告者：林　宙紀／仙台奥羽 RC 会長）

　もっと育てよう！奉仕と友情。今期我々仙台冠ロータリークラブも、天
沼ガバナーの方針のもと、会員増強・他クラブとの交流を通し奉仕をする
という二大行動指針の下、活動を行なっております。不安定な社会情勢の
現代で、強制的に人とのコミュニケーションが分断されている今こそ、基
本に立ち返り、人と人との絆や、奉仕の精神を忘れずにしていきたいとい
う熱いメッセージに感銘を受けました。また米山記念奨学生の募金につい
て、一人一人が少しでも協力できるよう、クラブ内で定期的な募金を募り、
世界で支援を必要とする未来あるより多くの学生にチャンスを与えられる
行動であること、同時に、我々は今期の方針に忠実に取り組んでいく決意
を仲間と共に再認識できました。この度はお越しくださり誠に有難うござ
いました。（報告者：高橋 元／仙台冠 RC 会長）

　会長幹事会・例会を通して一番印象深かったことはガバナーの大
変気さくなお人柄でした。また、クラブ状況を隅々まで丁寧にお聞
きいただき貴重なアドバイスをいただきました。例会においては、
女性初のジェニファー E. ジョーンズ RI 会長のテーマである「イマ
ジンロータリー」についてお話をいただき、さらに先月終わったば
かりのロータリーデー並びに間もなく訪れるポリオデーに関して、
その目的・意義についてご説明をいただき会員一同そのわかり易く
的確なお言葉に感銘を受け一層の理解を深めさせていただくととも
に、その実践に向けて期するものを共有させていただきました。今

訪問は、令夫人智子様を伴われてのご訪問となられましたが、令夫人もガバナー同様に笑顔を絶やすことのないお人柄でそのご
様子を拝見いたし、改めて家族愛が奉仕の原点になるとの思いを強くいたしました。（報告者：秋葉俊郎／仙台青葉 RC 幹事）
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仙台南ロータリークラブ
仙台南-白石ロータリー衛星クラブ

仙台泉ロータリークラブ

亘理ロータリークラブ

水沢・岩谷堂ロータリークラブ

7分
区

第

7分
区

第

8分
区

第

2分
区

第

■開催日：10月20日（木）　■会場：ウエスティンホテル仙台
■同行者：古積昇 ガバナー補佐　三塚訓男 副代表幹事
　天沼智子ガバナー令夫人

■開催日：10月20日（木）　■会場：江陽グランドホテル
■同行者：亀田治 ガバナー補佐　三塚訓男 副代表幹事　天沼智子ガバナー令夫人

■開催日：10月27日（木）　■会場：中正旅館
■同行者：渡辺真多 ガバナー補佐　工藤拓也 事務局長

■開催日：10月27日（木）　■会場：プラザイン水沢
■同行者：高橋一隆 ガバナー補佐　工藤拓也 事務局長

　当クラブ輩出の鈴木俊一パストガバナーを交えながら、天沼久純ガバ
ナーより忌憚のないご意見を賜りました。山下会長の方針として通常例
会運営をきっちり行った上で、積極的に移動例会も併せて行いたい旨、
また現状までの活動内容の説明もさせて頂き、会員の親睦向上に努めた
い旨を説明しました。天沼ガバナーからは、現状の活動内容に評価を頂き、
コロナの影響はあるものの引き続き積極的活動を行ってほしい旨講評を
頂きました。また、当クラブの衛星クラブである白石衛星クラブについて、
今後の進め方、将来を見据えた活動をするよう合わせて講評頂きました。

（報告者：武田文孝／仙台南 RC 幹事）

　ガバナー公式訪問例会の前に、天沼久純ガバナー、智子令夫人、
三塚副代表幹事、亀田治ガバナー補佐をお迎えして会長幹事会
が開催された。ガバナーから、今期の仙台泉 RC 活動計画につい
て質問があり、小池康浩会長から今年度のクラブテーマである

「多様な仲間、多彩な奉仕」の説明とテーマに沿った 4 つの重点
目標、1・会員相互理解の為の全会員 5 分間スピーチ、2・クラ
ブクオリティ維持の為の会員増強、3・会員のモチベーションアッ
プを目的とするアンケートや RLI の手法活用、4・新設したロー

ターアクトクラブの育成の説明、があった。ガバナーからは DEI や地区内の状況、会員増強、財団への寄付率向上のお話があり、
当クラブで行っている財団積立と米山積立、ローターアクトクラブ設立に高い評価を頂いた。今回、ガバナーから貴重なお話を
頂き、改めて小池会長が掲げる目標の重要性を確認し、今後の活動に活かしていきます。（報告者：鷲尾広也／仙台泉 RC 幹事）

　例会に先立ちまして会長・幹事会を開催し、会長より今年度の活動状況
と今後の活動計画を説明し天沼ガバナーと意見交換をさせて頂きました。
コロナ禍の中、他団体との合同清掃奉仕活動や交通安全運動等を実施でき
たこと、今後未だ再開できていない活動や中断しているインターアクトク
ラブ活動を徐々に再開し、当クラブ会員数 30 名を目標に会員増強を目指
す方針を説明させて頂きました。天沼ガバナーからはクラブで行っている
奉仕活動を今後も引続き継続していただき、クラブが元気で楽しく活発で
あることがなによりとお言葉を頂きました。夜間例会・公式訪問では各委
員長より今年度の活動方針と活動状況を発表し、天沼ガバナーからはＲＩ
や地区の方針等についてのご講話とご講評を頂きました。当クラブの公式

訪問は毎年ガバナーと懇親をより深める為、先輩方より受け継いできた単独でのＢ方式開催をお願いしております。今年度もコ
ロナ感染対策を施しながらガバナーと会員が意見交換を行い懇親を深められたこと、ご多忙の中時間調整を頂きましたことに心
より感謝申し上げます。（報告者：刈谷文俊／亘理 RC 幹事）

　水沢 RC と岩谷堂 RC 合同開催のガバナー公式訪問であり、合同会
長幹事会後に合同例会を開催しました。天沼ガバナーより RI のジェニ
ファー・ジョーンズ会長が提唱する【イマジンロータリー】のテーマの
ご説明、DEI についてご講演頂き、先日行われたロータリーデー一斉清
掃活動の御礼、ポリオデーに伴う第 2 分区のチャリティーゴルフ大会で
の募金活動等についても話して頂きました。尚、月信のオンライン化に
ついてのガバナーの意向を拝聴し、現在の PC やスマートフォンの普及
を鑑み、今後は月信をオンライン配信にする事を検討すべきだと感じた
次第です。（報告者：野田公之／水沢 RC 会長）



地区大会 報告
11 4／ 金

11 5／ 土

11 6／ 日

15:30-16:00　ガバナー補佐会議
16:00-16:30　諮問委員会
16:30-17:00　大会委員会
17:00-18:30　役員懇親会

記念ゴルフ大会

13:20-16:30　本会議

17:15-18:45　地区大会懇親会

会場／メイプルカントリークラブ（岩手県滝沢市）

会場／盛岡グランドホテル「ウェルカムプラザホール」

※登録者　143名
7:00　受付
8:00　集合写真撮影
8:30　ショットガンスタート

2022-
2023年度

優　勝 久保田直史 （宮古RC）
レディース優勝 阿部　真紀 （千廐RC）
準優勝 出羽　司孝 （大船渡RC）
第３位 田村　清記 （盛岡北RC）
団体戦優勝 田村　清記 （盛岡北RC）

佐藤　　保 （盛岡西北RC）
小松　秀弘 （盛岡西北RC）
平野　喜直 （盛岡西北RC）

大会委員長　白倉義則パストガ
バナー挨拶

鈴木俊一直前ガバナーへ感謝状
を贈呈

森川昭正ガバナーエ
レクト挨拶

佐藤剛ガバナーノミ
ニー挨拶

佐藤邦彦  次期ホスト
クラブ（仙台宮城野）
会長挨拶

大会登録委員会
松良千廣パストガバナー

21-22ガバナー指名委員会
伊藤智仁パストガバナー

資格審査委員会
菅原裕典パストガバナー

22-23ガバナー指名委員会
鈴木俊一パストガバナー

大会プログラム委員会
濱守豊秋パストガバナー

大会決議委員会
山口淑子パストガバナー

天沼久純ガバナー報告

よねやま親善大使  アドゥアヨム・
アヘゴ・アクエテビ様  挨拶

天沼ガバナーから盛岡ローカルハブ（株）佐藤光
彦社長へ目録を贈呈

建物の内外の両側から時間を確認できます

姉妹地区の第 3640 地区
総裁　具教伝様より祝花

ロビーでは、ウクライナ支援のための募金活動を
実施。集まった 247,858 円をウクライナ大使館へ
2022 年 11月21日寄付しました。

懇親会アトラクション
小林ゆうこジャズトリオ

ウクライナの民族楽器バンドゥーラ奏者のカテ
リーナさんの演奏と歌声は、会場の聴衆を感
動させました。

同期ガバナー等ご来賓と天沼ガバナーご夫妻

特別参加者（米山記念奨学生、インター
アクト、ローターアクト）紹介

16:30-17:00　記念演奏
～ウクライナへの思い～

記念事業
10月4日開業の盛岡バスセンターへ
時計を寄贈

大会委員会 報告

「さんさ踊り」でおもてなし

エクスカーション

11/6（日）9時～
原敬記念館、県立
美術館見学。その
後、東家にてわん
こそば大会。
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こそば大会。
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　第２分区では 10 月 23 日にポリオデーの
活動として募金活動及びチャリティゴルフ
大会を開催いたしました。第 2 分区 10 ロー
タリークラブ 253 名から 10 ＄ずつの募金、
チャリティゴルフ大会参加者からの募金など
総額427,670円を第2分区のクラブから（公
財）ロータリー財団（ポリオプラス）へ寄付
いたしました。

第 2520地区で開催されたポリオデーの活動をご紹介いたします

10$ 募金＆ POLIO根絶チャリティーゴルフ大会

行動しよう
世界ポリオデー

10月24日は
世界ポリオデー

　10 月 23 日第１分区盛岡地区８クラブ合同で、ポリ
オ根絶まであと一歩の市民への周知活動を開催致しまし
た。当日は藤村代表幹事がご参加下さり、天沼ガバナー
始め、８クラブ会長ポスター入りティッシュ合計 1,000
個は、予定時間内に配布することが出来、来年以降も継
続して、周知活動や募金に力を入れようと誓い合いまし
た。（第１分区ガバナー補佐　田中広江（盛岡西北 RC））

　10 月 23 日（日）大河原町オータムフェスティバル
に出展参加することにより、町民の皆様にポリオ根絶運
動を理解して頂くとともに大河原 RC の活動をアピール
しました。当日はポリオ根絶のフライヤー、大河原 RC
ティッシュ、飴を 300 セット配布しました。また、集まっ
た募金 35,774 円はクラブよりロータリー財団へ寄付い
たしました。（大河原 RC 会長　岡崎隆）

　開催当日まだ薄暗い早朝、イベント参加者の車が次々と会場に集合。「世界ポリオデー」に因んで、我々第 2 分区
の POLIO 根絶キャンペーンでポリオの無い世界運動実現に協力です。最初は軽い気持ちで声を掛け合ったのですが、
いつしか第 2 分区全体での奉仕活動に成りました。競技の準備・式典の準備等参加してくださった各クラブの皆様に
心から感謝申し上げます。イベント終了後の懇親会もコロナ禍ではありましたが、万全の対策の下、楽しい時間とな
りました。初めての第 2 分区全会員参加の奉仕活動、多くの人々が参加する意味の重大さを感じ、今後各クラブの奉
仕活動の一元となれば幸いに思います。（第 2 分区ガバナー補佐　菅原忠勝（北上西 RC））

花巻 RC・花巻南 RC・花巻北 RC・北上 RC・北上西 RC・北上和賀 RC・岩谷堂 RC・
前沢 RC・水沢 RC・水沢東 RC第2分区

大河原ロータリークラブ

2022-23 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2520

盛岡RC・盛岡北RC・盛岡西RC・盛岡南RC・盛岡東
RC・盛岡中央RC・盛岡西北RC・盛岡滝ノ沢RC

盛岡ゾーン第1分区
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　仙台市一番町一番街商店街において、ポリオ根
絶活動のパネル展示（円柱で 12 本）、ワンコイン

（500 円）の募金活動を実施。募金のお礼として、
展示しているクラシックカー・スポーツカーの前
で写真撮影をして頂いた。お子さんには風船をプ
レゼントした。

ポリオ根絶 チャリティーイベント in Sendai

　10 月 23 日、仙台市一番町のアーケードにおいて仙台市内 11RC が中心となって多くのロータリアン、ローター
アクターの参加のもと、ポリオ根絶の啓蒙と募金活動を行いました。朝 10 時、天沼ガバナーのご挨拶のあと車にか
けられたシートがとられると、通りかかった多くの市民が車と一緒に写真を撮り、興味深そうにポリオ根絶活動のパ
ネルや配布したチラシを読んでいました。この模様は地元テレビや新聞にもご紹介いただきました。

（仙台泉 RC 会長　小池康浩）

仙台 RC・仙台青葉 RC・仙台冠 RC・仙台レインボー RC・仙台南 RC・仙台北 RC・
仙台東 RC・仙台西 RC・仙台宮城野 RC・仙台奥羽 RC・仙台泉 RC第７分区

①ベントレーダービー 4.25　1937 年、ワインレッド
②ベントレー 3.5　1936 年、ブラック
③メルセデスベンツ 190SL、ブラック
④ポルシェ 356B クーペ　1963 年式、スミルナグリーン
⑤フェラーリ Dino 206GT　1968 年式、イエロー
⑥ランボルギーニ ミウラ P400S　1969 年式、レッド
⑦フェラーリ 365GT4BB　1974 年式、ブルーメタリック
⑧ランボルギーニカウンタック 5000 クワトロバルボーレ
1986 年式、レッド

11月 4日、地区より（公財）ロータリー財団（ポリオプラス）
へ全額寄付いたしました。

（仙台西 RC 24,000 円、仙台青葉 RC 13,369 円、仙台泉
RC 20,000 円の寄付を含む）

募金額合計 413,311 円

展示された
クラシックカー・スポーツカー

classic car & super car  クラシックカー＆スーパーカー

　ポリオプラス委員会は、「ポリオ根絶」活動を盛り上げるために、2020-21 年度から各クラブ会長の協力を頂
き「ポリオのない世界まであと少し」ポスターを作成しています。ポスターは地域イベントや公共施設などに掲
示、ロータリー活動をアピールしています。今年度も会長横断幕を作成、地区大会会場に掲示し会員各位に観て
いただきました。また、「END POLIO NOW」T シャツを新入会員の方々を中心に斡旋販売、166 枚を数えま
した。宮古 RC では全会員分を購入いただきました。改めて感謝です。T シャツ販売金額の一部 150,500 円を
11 月 16 日（公財）ロータリー財団（ポリオプラス）に寄付いたしましたことも報告いたします。

（ポリオプラス委員長　菊地茂樹（仙台北 RC））



第3分区 千厩・気仙沼・気仙沼南RC合同

ロータリーデー開催報告
月信 11月号に引き続き、各クラブが実施した「ロータリーデー」について紹介いたします。

第3分区 大船渡RC 10
8

第4分区 釜石RC 9
25

9
25

9
25

第3分区 大船渡西RC 9
8

第4分区 遠野RC

第3分区 陸前高田RC 79

第7分区 仙台青葉RC 105

第7分区 仙台RC 9
25 第7分区 仙台泉・仙台冠RC合同 9

25

第7分区 仙台奥羽RC 923

第7分区 仙台南RC 10
1 第7分区 仙台宮城野RC 8 4

第4分区 山田RC

9/25

Vol.2

場　所

内　容

参加人数

気仙沼の自然環境
保護の取り組みを
紹介し、海岸清掃
も実施。天沼ガバ
ナーご夫妻、地区
幹事も参加。

46名

気仙沼大島田中浜
気仙沼大島
十八鳴浜

場　所

内　容

参加人数

急遽日程を変更したにもかかわら
ず、清掃活動に集まっていただき、
海水浴場のゴミ拾いを実施。

10名

大船渡市三陸町越喜来
浪板海水浴場

場　所

内　容

参加人数

市民グループと合同で海岸清掃を
実施。
6名

愛の浜海水浴場

場　所

内　容

参加人数

岩手県主催の碁石海岸周辺及びみ
ちのく潮風トレイル環境整備活動
に参加。
21名

大船渡市末崎町　碁石海岸

場　所

内　容

参加人数

早瀬川河川敷には、遠野 RC が平成
20 年に桜を植樹した公園がありま
す。大きく成長した桜の木を皆で
確認しながら周辺の清掃を実施。
7名

遠野市早瀬町　早瀬川河川敷

場　所

内　容

参加人数

震災後、高田松原は一昨年から海
開きが行われるようになり、海開
き前に例年清掃活動を実施。

9名

岩手県立高田松原津波復興祈念公園
内高田松原海水浴場

場　所

内　容

参加人数

クラブの例会場付近であり仙台市
の玄関である仙台駅西口周辺を清
掃。
19名

ホテルメトロポリタン仙台とペデス
トリアンデッキ周辺

場　所

内　容

参加人数

「ウクライナ人道支援」活動の一環
として会員企業が運営する「JR フ
ルーツパーク」でブドウや梨の収
穫作業を共同で行い、ウクライナ
避難民との親睦交流を図った。

35名

仙台市若林区「JRフルーツパーク」 場　所

内　容

参加人数

仙台泉 RC 会員家族、仙台冠 RC、
仙台泉 RAC、米山記念奨学生、泉
手をつなぐ親の会の皆様が参加し、
秋晴れの下で泉ヶ岳の登山道、水
神コースを清掃。

53名

仙台市泉区「泉ケ岳」

場　所

内　容

参加人数

耕作放棄地の農地再生の為、草刈
りを実施。当該農地は今後、当ク
ラブで実施する「漆の植樹活動」
の植樹地としても使用。

10月以降に「ロータリーデー」の奉仕活動を
されたクラブにおきましては、随時ガバナー事
務所へご報告いただきますようお願いします。
月信で紹介いたします。

※報告用の所定の用紙（様式）がございますので、
　ガバナー事務所へご連絡ください。

会員11名、一般参加 4名
計 15名

宮城県伊具郡丸森町筆甫字平松前

場　所

内　容

参加人数

広島東南 RC から、復興と友情の証
として頂いた被ばく樹木地の維持
管理の為に、会員・家族およびボ
ランティアの方々と清掃を実施。
25名

震災遺構仙台市立荒浜小学校向かい
「記念植樹」地

場　所

内　容

参加人数

３年振りにフルサイズで開催され
る仙台七夕まつりを前に、多くの
観光客をお迎えする「仙台の玄関」
仙台駅周辺を清掃。

15名

仙台駅東口ペデストリアンデッキ
周辺

場　所

内　容

参加人数

山田高校の生徒 7 名と、山田ボー
イスカウト第2団と共に、晴天の下、
清掃活動を実施。
21名

御蔵山、国道 45号、山田漁港
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ロータリーデー開催報告
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クラブ 氏　名 職業分類 退会日

千厩 佐　藤　隆　治 農業 2022/10/31

仙台青葉 西　原　克　明 獣医 2022/10/31

仙台冠 廣　田　　　淳 清掃業 2022/10/31

仙台レインボー 鈴　木　雅　敎 電気通信 2022/10/31

仙台南 高　木　信　三 マンション経営 2022/10/31

退会会員報告

2021-22 年度　ロータリー財団寄付認証
バナー・感謝状贈呈寄付分類 所属クラブ 氏　　名

マルチプル・フェロー

盛岡 RC 荒　川　鉄　平
盛岡 RC 岡　村　　　弥
古川 RC 佐々木　治　樹
古川 RC 髙　橋　郁　朗
仙台 RC 阿　部　芳　弘

ポールハリス・フェロー
盛岡西北 RC 高　玉　陽　子

花巻 RC 藤　田　勝　敏
水沢東 RC 菅　原　勝　一

寄付分類 所属クラブ 氏　　名

米山功労者メジャードナー
盛岡西 RC 江　村　洋　弘
仙台東 RC 鈴　木　　　昇

米山功労者マルチプル

盛岡西 RC 小山田　榮　二
盛岡南 RC 天　沼　久　純

盛岡滝ノ沢 RC 山　口　淑　子
花巻 RC 三　田　　　望

北上西 RC 八重樫　徹　子
仙台泉 RC 藤　岡　邦　彦
仙台泉RC 鎌　田　一　夫

米山功労者

盛岡 RC 岡　村　　　弥
水沢東 RC 錦　山　　　功
水沢東 RC 安　藤　早　苗
水沢東 RC 菅　原　勝　一
水沢東 RC 菊　池　清　信
仙台北 RC 大　野　一　裕

米山功労クラブ

盛岡南 RC
花巻 RC
水沢東 RC
釜石東 RC
仙台東 RC

■ロータリー財団
2022年 10月認証

2022年 10月認証
■ロータリー米山記念奨学会

寄付報告（10月）

新入会員紹介

RC 名
年次基金への
一人当たりの
寄付額上位３
クラブ

100%
ロータリー財
団寄付クラブ

｢Every
Rotarian, Every 
Year｣ クラブ

築館 1 位　$347.37 〇 〇
仙台泉 2 位　$340.30 － －
二戸 3 位　$246.89 － －
盛岡西 〇 －
盛岡西北 〇 〇
盛岡滝ノ沢 〇 〇
花巻 〇 〇
水沢東 〇 〇
大槌 〇 〇
石巻東 〇 〇
石巻南 〇 〇
石巻西 〇 〇
若柳 〇 〇
仙台レインボー 〇 〇
亘理 〇 －

13 クラブ 11 クラブ

一関中央 RC ※少なくとも 1,500 ドルをロータリーのポリオ根絶活
動に寄付したクラブに贈呈。仙台東 RC

ロータリー財団より「2021-2022 年度の寄付認証バナー・
感謝状」が認証クラブに送られました。

□認証バナー

□「End Polio Now: 歴史をつくるカウントダウン」
　キャンペーンの感謝状 

2022-23 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2520

盛岡西北 RC 築館 RC 仙台 RC 仙台 RC

仙台宮城野 RC
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1973 年 6 月 7 日入会
2022年10月9日ご逝去（享年87歳）
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お詫び

日　　程 行　　　　事 場　　　　所

12
月

3日（土） ＲＬＩ研修パートⅠ 岩手 アイーナ

4日（日） 森川ガバナーエレクト国際協議会壮行会 宮城 ホテルメトロポリタン仙台

4日（日） 全国危機管理委員長会議、全国青少年交換委員長会議 東京 AP 日本橋

17日（土） 青少年交換（長期 ･ 短期）派遣生第 1 回オリエンテーション 宮城 常盤木学園高校

1
月

14 日（土） 米山記念奨学会奨学生選考試験 岩手 アイーナ

14 日（土）-15 日（日） 青少年交換（長期 ･ 短期）派遣生第 2 回オリエンテーション 岩手 水沢グランドホテル

21 日（土） 米山記念奨学会奨学生選考試験 宮城 第一日本オフィスビル

2022-2023年度行事予定表（12・1月）

奨 学 生 レ ポ ー ト

　真夏のシーズンが過ぎ、ワシントンD.C.もだいぶ涼しくなりジャケットな

どの上着が必要になって参りました。ビール腹はさておき、大きく体調を崩

すことなく家族一同過ごしております。

　昨今、再発や治療抵抗性の原因として「3Dがん幹細胞」の存在が提

唱されておりますが、卵巣

がん領域において3Dがん

幹細胞に対する検討は未

だほとんど為されていませ

ん。私の研究テーマは「卵

巣がん細胞株における3D

がん幹細胞が有する特異

的な代謝」に着目したもの

であり、様々な観点からその特異的な代謝メカニズムの解明を試みつつ、

臨床応用を目指すものです。本研究の完成によって3Dがん幹細胞を標的

とした治療法が提唱されれば、再発卵巣がん患者への治療選択肢の一つ

となる可能性があるだけでなく、がん細胞の転移・再発を防ぐ新たな治

療法を開発するにあたり、大きな意義を持つと考えております。論文執筆

と並行しつつ、NIHではメタボロミクスやRNA-seqなどこれまで日本では

携わってこなかったデータ解析にも関わることができ、非常に充実した日々

を送らせていただいております。年明けにはこれまでの研究結果を1時間

ほどでNIH研究者にプレゼンする機会も割り当てられてしまいました。英

語の練習をしなくては！

　留学当初はまだ猛威を振るっていた新型コロナウィルス感染症ですが、

だいぶ規制や制限は緩和され、様々なコミュニケーションがとりやすくなっ

て参りました。10月はアメリカはハロウィンシーズンであり、街並みがカボ

チャやオバケで彩られ、急に華やかになってきます。3歳になった息子も

宇宙飛行士の仮装をし、カボチャバケツを持ちながら「Trick or treat!」

とお菓子をおねだりしている今日この頃です。

　アメリカでの研究生活もとうに折り返し、徐々に日本への帰国のことも視

野に入れなくてはいけない時期になって参りました。「次はどこに旅行に行

こうか？」と妻と相談する日々です。もうしばらくの間、アメリカンライフを

満喫させていただければ幸いです。今

年の冬はアラスカへ赴き、オーロラ鑑

賞にチャレンジして来ようと思っており

ます。最低気温は -20～ -30℃まで下

がるようです(笑 )

　最後になりましたが、皆様の多大な

ご支援により、このような素晴らしい経

験ができていることに心より御礼申し上

げます。今後ともご指導・ご鞭撻のほ

どよろしくお願い申し上げます。

　東日本大震災の被害を受けた
大船渡市の復旧復興に対する多
大な貢献に対し、2022 年 10
月 13 日大船渡市市制施行 70
周年記念式典に於いて、国際
ロータリー第 2520 地区は大船
渡市から感謝状を頂きました。

大船渡市より感謝状を授与
月信 11 月号裏表紙に掲載している
クラブの女性会員数に誤りがありま
した。訂正してお詫びいたします。

12 月は疾病予防と治療月間です。

《第５分区　佐沼RC》
（誤）47（3）→ （正）47（4）

《地区合計》
（誤）2,093名（138）
　　　　→（正）2,093名（139）

岩手県出身。アメリカ国立衛生研究所（NIH）で卵巣がんにおける新規
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

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

ラボメンバーとハロウィンピクニック

アンテロープキャニオンにて
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岩手県陸前高田市気仙町の高田松原跡地に立つ松の
木のモニュメントである。太平洋につながる広田湾
に面した高田松原は、350 年にわたって植林されて
きた約 7 万本の松の木が茂った景勝地であったが、
2011 年 3 月 11 日東日本大震災による津波の直撃を
受け、ほとんどの松の木がなぎ倒されて壊滅した。
唯一、荒波に耐えて残ったのが「奇跡の一本松」。
その一本松も枯死が確認されたが、後世に希望の象
徴である「奇跡の一本松」を残したいという思いか
ら、モニュメントとして保存整備された。

奇跡の一本松

編 集 後 記

いわて百景 ❻

ガバナー月信第６号をお届けします。依然としてコロナ禍が続くなか、ま
もなく３年ぶりに行動制限のない年末年始を迎えることになりますが、中
東カタールではサッカーワールドカップが開催され、約１カ月に及ぶ熱戦
が繰り広げられています。がんばれニッポン。夜更かしが続きそうです。
さて、今月号では、特別月間「疾病予防と治療月間」にちなみ、地域医
療に従事している会員にご寄稿をお願い致しました。また、2022 － 23 年
度地区大会の報告をはじめ、世界ポリオデーと連携した活動や、先月号
に引き続き各クラブが実施した「ロータリーデー」の奉仕活動の掲載な
どを中心に編集しております。
この半年間「地区の情報はガバナー月信で」をモットーに、天沼ガバナー
をはじめ、スタッフ一同企画・編集に努めて参りました。ご寄稿にご協
力を頂きました各クラブの皆様に改めて感謝を申し上げます。また、ロー
タリーの友におきましても、皆様から特集記事へのご寄稿のご協力を頂
き有難うございました。
引き続き来年もどうぞよろしくお願い致します。（月信担当幹事　藤原繁）
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District 2520

Iwate area

Miyagi area

第一分区
1 久慈 RC 26（1）

2 二戸 RC 45（4）

3 種市 RC 17（0）

4 盛岡 RC 71（2）

5 盛岡北 RC 33（3）

6 盛岡西 RC 20（1）

7 盛岡南 RC 45（0）

8 盛岡東 RC 26（1）

9 盛岡中央 RC 24（3）

10 盛岡西北 RC 45（5）

11 盛岡滝ノ沢 RC 6（2）

第二分区
12 花巻 RC 31（1）

13 花巻南 RC 33（1）

14 花巻北 RC 41（1）

15 北上 RC 37（3）

16 北上西 RC 17（3）

17 北上和賀 RC 21（3）

18 岩谷堂 RC 14（0）

19 前沢 RC 14（0）

20 水沢 RC 14（1）

21 水沢東 RC 31（3）

第三分区
22 花泉 RC 9（3）

23 平泉 RC 12（0）

24 一関 RC 16（1）

25 一関中央 RC 16（5）

26 大船渡 RC 32（2）

27 大船渡西 RC 36（7）

28 陸前高田 RC 20（0）

29 千厩 RC 24（2）

30 気仙沼 RC 24（0）

31 気仙沼南 RC 38（2）

11

第四分区
32 釜石 RC 18（1）

33 釜石東 RC 26（2）

34 大槌 RC 7（0）

35 遠野 RC 12（3）

36 宮古 RC 33（4）

37 宮古東 RC 21（1）

38 山田 RC 20（2）

第五分区
39 石巻東 RC 38（0）

40 石巻西 RC 32（2）

41 石巻南 RC 21（0）

42 栗駒 RC 13（1）

43 築館 RC 20（1）

44 佐沼 RC 47（4）

45 若柳 RC 27（6）

第六分区
46 古川 RC 41（5）

47 古川東 RC 41（0）

48 岩出山 RC 12（1）

49 加美 RC 14（0）

50 大和 RC 5（0）

51 松島 RC 5（0）

52 塩釜 RC 31（1）

53 塩釜東 RC 11（1）

54 多賀城 RC 25（5）

55 利府 RC 11（1）

56 七ヶ浜 RC 15（0）

第七分区
57 仙台 RC 123（3）

58 仙台泉 RC 50（0）

59 仙台青葉 RC 47（0）

60 仙台冠 RC 18（3）

61 仙台レインボー RC 10（3）

62 仙台南 RC 43（6）

　 仙台南-白石R衛星 18（8）

63 仙台北 RC 59（0）

64 仙台東 RC 57（0）

65 仙台西 RC 41（1）

66 仙台宮城野 RC 27（2）

67 仙台奥羽 RC 23（3）

第八分区
68 岩沼 RC 31（3）

69 名取 RC 42（3）

70 亘理 RC 12（0）

71 角田 RC 14（0）

72 丸森 RC 14（0）

73 白石 RC 15（0）

74 白石北 RC 6（0）

75 柴田 RC 18（0）

76 村田 RC 13（1）

77 大河原 RC 28（2）

会員数 会員数 会員数

2022 年 10 月 31 日会員数
（　）内は女性会員数
合計 2,093 名（139）




