
 

 

 
事務所 〒980-0822 仙台市青葉区立町 9-7 仙台ＹＭＣＡ内 

TEL: 022-222-7533 ＦＡＸ 022-222-2952 

Email：migaku-katoken@mvd.biglobe.ne.jp  書記 加藤  研  

ブリテン：http://ys-east.jimdo.com/bulletin/sendaihirosegawa/ 

 第１例会：毎月第３水曜日・第２例会：毎月第１水曜日  仙台ＹＭＣＡ 18：45 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

2016～2017年度 クラブ役員 

会    長 及川  浩美 地域奉仕  伊勢 文夫 メネット会長 松本 京子  

副 会 長 佐藤  剛 阿部 松男 ブリテン 本野 日出子 

菅野  健 会員増強  村井 伸夫 ユース 布宮  圭子 

書    記 加藤  研 吉田 俊一 ＹＭＣＡ 清水川  洋 

会     計 門脇  秀知 国際交流  佐藤  善人 直前会長 佐藤  善人 

監    査 高篠 伸子 ドライバー 菅野  健 担当主事 荒木 啓二 

 

 

  メネット会 松本 京子 直前会長 佐藤 善人 

 

 

７月第１例会報告 

在籍者 １６名 出席者     15名 メイキャップ 1名 出席率 100％  

メネット 名 ゲスト・ビジター   名 ニコニコ 15000円 

２０１６―２０１７年度 主 題（Theme） 

国 際 会 長   Joan Wilson   (カナダ)  「私たちの未来は、今日より始まる」 

アジア 会長   Tung Ming Hsiao (台湾） 「ワイズ運動を尊重しよう」 

東日本区理事   利根川恵子   (川越）    「明日にむかって、今日動こう」 

北東部 部長    長岡  正彦 （もりおか） 「明日のために、いま土台を築こう」 

クラブ 会長  及川  浩美 「笑顔を絶やさず！」～ Keep  on  smiling ! ~ 

 

 

 

仙台広瀬川ワイズメンズクラブ 

   2016年 8月号ブリテン 通算第 63号 2016.8.19 

THE  Y′Ｓ ＭＥＮ′Ｓ ＣＬＵＢ OF SENDAI  HIROSEＧAＷA 

   

 

 

巻頭言              皆様の協力に感謝                                 

 佐藤 善人 

仙台広瀬川ワイズメンズクラブ発足から 5年、皆と楽しく活動していたらあっという間に時が経ちまし

た。その間、部長職と会長職をやることができました。 

これも病気の私を皆で協力していただいてのことと思っております。 

本当にありがとうございました！感謝します。 

東日本大震災における支援活動はやはり中心的なものでしたが仙台 YMCAと話し合い理解しあって私たち

の目標を掲げて活動しました。災害は地震暴風大雨等世界中で発生し私たちのボランティア活動や奉仕活動

が試されることが多くあり会長の使命をたくさん考えさせられた機会でもありました。 

地域活動として南地区の保育園や児童館活動が少々手薄になってしまったことに反省しております。 

発足5年目にあたりクラブのあり方を再検討する為LT研修会を年2回!行えたことがよかったことと思って

おります。 

10年目に向けた一助になれば幸いです。 

又、金沢クラブとの交流も実施できお互い楽しい活動が深まるように祈っております。 

会長引継も無事終了しほっとしているところですが益々明るくなって強い絆で会員同志結ばれるように

一会員となって頑張りますので今後ともよろしくお願いします！ 

 

 

         

 

  

  

                   

 

                       今月の聖句                    吉田 俊一 

「わたしの神なる主よ、わたしを思い起こして下さい。」 

                      士師記１６章２８節 

              

 

 

    

 

 

ヨハネによる福音書２０章２８節 

          

     

 

  

                      

                

                                

 

 

  創世記 15章 6節 
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【7 月第 1（キックオフ）例会報告 】 

日 時：7月 20 日（水） 18：45～20：30 

場 所：仙台ＹＭＣＡ会議室 

出席者：阿部、荒木、伊勢、及川、門脇、菅野、加藤、 

佐藤剛、佐藤善、清水川、高篠、本野、松本、 

村井、吉田 

キックオフ例会 100％の出席率で開催された。総会

では、2015-16事業・決算報告、2016-17役員案・事業

計画・予算案が承認された。ニコニコ：15000円 

（写真下 及川新会長：左、佐藤直前会長） 

 

今後の予定 8/20 加茂保育園祭り 

8/22 YMCAクリスマス第１回実行委員会 

9/7  ９月第２例会 

9/8  動物と遊ぼう会（西中田保育園） 

9/17  もりおかクラブ 10周年記念例会・北東部会 

9/21 ９月第１例会 

9/22 第２２回 YMCA チャリテイラン    

9/22 YMCA幼稚園運動会 

 

 

「2016～17年度北東部第 1回評議会報告」 

7 月 16 日（土）盛岡市岩山展望台「喫茶 GEN・KI」

出席者 20名、当クラブ：佐藤善・及川・門脇・加藤

巻広域クラブの日野さんと清水さんも出席。 

司会：北東部大関書記 部長挨拶：長岡北東部長 

・前年度活動や決算等の報告 

・新年度部長方針・予算・事業事主査方針・計画 

・各クラブ会長方針 

以上の報告を基に協議に入り「前年度決算」「新年度

予算」共に承認。。評議会出席者交通費補助案・第 20

回北東部会開催提案も承認された。 

「第 20 回北東部会・もりおかクラブ 10 周年記念例

会」は９月１７日（土）ホテルメトロポリタン盛岡

で開催されます。 

「岩山展望台」は「鹿島家」（鹿島建設）の私有地だ

った所で、盛岡市内を一望できる最高の景観地でし

た。ただこの日は曇りの日で、あの「岩手山」の雄

姿が見られなかったことが「唯一心残り」でした。        

文責 加藤 
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【第 41 回 平和七夕 8/6-8】 

世界平和・核廃絶の祈りを込めて全国から届けられた沢山の折り鶴が、安保法制成立、オバマ米大統領広島訪問

など若者の関心が高まったこともあり、全国の高校生達が早朝から阿部メンらの指導で飾り付けました。（及川） 

 
午後からのレイ配りにはメネットも参加しました。

広島から訪れたという観光客は、感激してレイを持

ち帰ってくれました。 



【東日本区ネット会様より絵本を頂きました】 

子どもたちは絵本が大好き。読んでもらうのが大好き。特にお膝の上で読んでもらうのが大好き。 

保育士の膝の取り合いです。二人の子どもが取り合って、ケンカも時々ありますが、 

「はんぶんこね～。」「一緒だよ。」と自分を納得させて座ります。 

ぜひ皆さん読み聞かせに来てください。おじいちゃんの読み聞かせも大歓迎です。 

大きな胡坐の中にすっぽり抱かれて絵本を読んでもらえたら子どもは嬉しいのです。（布宮） 
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第７２回 国際大会 ｉｎ 台湾 

国際大会は 8/4から 8/7まで台北市で開催されました。 

世界から 800名を超すワイズメン・メネットが参加しました。 

隔年開催の大会、参加常連の方々は肩を抱き合って再会を喜び、 

初めて参加する私たちもついつい引きずり込まれました。 

大会実行委員長、国際書記も日本人が務められ、参加者数も

多く、日本のワイズメンズクラブの大きさを実感させられまし

た。 

 パーティでの常温の？台湾ビールにはビックリさせられまし

たが、美味しい台湾料理で帳消しといったところです。 

ワールドトラベルの加藤ワイズご夫妻のご案内での小旅行も

心に残るものでした。 

仙台・青葉城・石巻各クラブ参加者の皆さんとも楽しい日々

を送りました。        参加者：佐藤善人 菅野健 

 

 

 

ＬＩＶＩＮＧ ＩＮ ＨＡＲＭＯＮＹ 

Ｈｅａｖｅｎ 

Ｅａｒｔｈ 

Ｈｕｍａｎｉｔｙ 

 

開会式 

バナーセレモニー 

主会場：圓山大飯店 

テレサ・テンの墓地前で 

九份の街角で 

編集後記 

「落下」「着地」「指導」「判定」・・・決して事故の用語ではありません。 

連日のオリンピック 体操や柔道の実況放送で聞き慣れたものです。 

スポーツに限って欲しい用語だなあと眠い頭で考えています。  Ｈ．Ｈ 
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