
 

 

 
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 
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 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 会員増強 村井 伸夫 メネット会長 松本 京子  

副 会 長 佐藤  剛 吉田 俊一 国際交流 佐藤  善人 

菅野  健 地域奉仕  伊勢 文夫 ユース 布宮  圭子 

書    記 加藤  研 阿部 松男 ＹＭＣＡ 清水川  洋 

会     計 門脇  秀知 多田  修 直前会長 佐藤  善人 

監    査 高篠 伸子 ドライバー 菅野  健 ブリテン・担当主事 荒木 啓二 

 

 

 

３月第１例会報告 

在籍者 １７名 出席者    １４名 メイキャップ １名 出席率 ８８％  

メネット ２名 ゲスト・ビジター  １名 ニコニコ １４，４２０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 

   2017年４月号ブリテン 通算第 71号 2017.4.19 
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巻頭言                  【今の趣味は】 

布宮圭子 

 一年で最も好きな季節を迎えました。風も爽やかで毎日が輝いています。 

２０１４年２月の巻頭言に「私は自己紹介がとっても苦手です。何故かというと…。趣味も特技もないか

らです。」と書いたことがありました。何とか趣味を見つけるぞと思いつつ気がつけば３年が経ちました。 

実は今年、遅ればせながら楽天のファンクラブに入りました。（えーっ今頃？と責めないでくださいね。）

会員証が届くまでドキドキしチケットを買ってワクワクしています。何と現在首位です。（４月１４日現在）

明日からの三連戦が楽しみになってきました。ワ～イ！！ 

と言っても初心者なので、どこに行って何をしたらいいのかサッパリわかりません。昨日は、小学５年生の

娘にガイドブックを見せられ、指導される始末です。（実は娘が大の野球好きで、楽天のファンクラブも彼

女の提案でした。）私のマイヒーローは、嶋選手。タオルをゲットして応援するぞ！！大声を出して日頃の

ストレスを吹き飛ばすぞ！！ 

広瀬川クラブの皆さま、おすすめのグッズ、美味しい物、 

ポイントゲットの仕方などがありましたら是非ご指南ください。 

 

 

 

                                

 

 

         

 

  

                       今月の聖句                    吉田 俊一 

「あの方は、ここにおられない。かねて言われていたとおり、復活なさったのだ。」 

                    マタイにより福音書２８章６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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【3月第 1例会報告】 

 

日 時：3月 15 日（水）18：45～20：00 

場 所：仙台 YMCA～集合郎番屋 

出席者：阿部、伊勢、及川、荒木、加藤、門脇、菅野、

佐藤剛、多田、本野、村井、佐藤善、松本、 

吉田、多田メネット、加藤メネット 

ゲスト：門真洋さん 

 

3月とはいえ、首をすくめる寒さの続く中、ゲスト・

メネットを合わせ 17 名のメンバーが集合しました。

今回は長らくブリテン編集を担った本野ウイメンが

定年退職により、ブリテン発行が困難になるため、ク

ラブ誕生以来７０回の間断の無い「ブリテン発行に感

謝する会」を企画しました。第１例会は及川会長の「開

会点鐘」、吉田メンによる「聖句・感謝の祈り」、再び

及川会長による本野ウイメンへ感謝を込めた「会長挨

拶」後、「広瀬川クラブ５周年記念誌」作成担当佐藤

剛メンが、７０回発行したブリテンを DVDに編集した

「記録誌」を皆さんにお披露目しました。パソコンを

駆使した立体的画像と音楽により、忘れかけていた沢

山の思い出が走馬灯のように脳裏を駆け巡りました。

多忙な中、作成頂いた佐藤メンに心から感謝致します。

また立派な「記念誌」が作成出来るのも、本野ウイメ

ンのおかげと改めて感謝しました。場所を国分町「番

屋」に改めた「感謝会」は及川会長の「乾杯」発声と

共に始まり、いつもの美味しいお料理とお酒に恵まれ、

和気藹々とした雰囲気の中、楽しい一時を過ごすこと

が出来ました。 

 

 

 

 

 

 

 

【本野ウイメンを囲んで】 

【4月第 2例会報告】 

日 時：4月 5日（水）18：45～20：00 

場 所：仙台 YMCA 

出席者：阿部、伊勢、及川、門脇、菅野、佐藤剛、多田、

松本、吉田、加藤、荒木 

ゲスト：佐藤健吾さん 

＜協議報告事項＞ 

① 理事通信の確認 

② 会長報告（クラブ活動及び区、部、他クラブから） 

③ ブリテン等原稿依頼 

「桜の開花宣言」も秒読みとなりそうな暖かな天候とな

り、近くの西公園には早くも屋台の準備が日々進む頃と

なりました。定刻より少し遅れて開会。及川会長の点鐘、

一同で「ワイズソング」を歌い「ワイズの信条」読み上

げた後「会長挨拶」、引き続き「協議と連絡」に入りまし

た。理事通信からは「東日本区大会への参加への喚起」

と「同盟総主事就退任・島田さんから神崎さんへのバッ

トンタッチ報告」を確認しました。会長報告では「十勝

クラブ 40周年」「アジア大会案内」の報告がありました。

また、会長よりクラブ次期役員選出の提案があり、基本

的に各役職再任とする案が「会長一任」として承認され

ました。また新入会員の多田メンは阿部メンと共に CS

担当をお願いする提案も承認されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 月 15日(水)「お花見例会」は企画の阿部メンよりの提

案、「泉中央・伊達のいろり焼き」で１９：００から開始

が承認されました。詳細は後日ドライバー菅野メンより

連絡があります。YMCAからは「チャリテイラン委員長の

選出」のお願いがあり「お花見例会」までに選出するこ

とが確認されました。ここで本日のゲストとして参加し

た、佐藤健吾さんから近況報告を頂き、今後は「広瀬川

会員」となって共に活動したいとの力強い言葉を頂きま

した。感謝です。「閉会の挨拶」は障がい者スポーツ支援

にボランティアとして休日を返上し頑張っている佐藤剛

メンのお話を聞き、最後に本郷理華さんの現在の様子を

及川会長にお話頂き「閉会点鐘」となりました。 
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３月活動 

１日（水）    第２例会 

４・５日（土・日） 次期クラブ会長・部役員研修会 

１０日（金）    ボランティア感謝会 (YMCA) 

１５日（水）    第１例会・本野さんに感謝する会  

２８日（火）   メネット会・エプロンシアター創作 

    （松本ウイメン・門脇メネット・ 

多田メネット・加藤メネット） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【前列は社会へ巣立つユースボランティア 

             ～出逢いは宝～を胸に】 

 

４月活動・予定 

 ３日（月）   メネット会・エプロンシアター創作 

     （松本ウイメン・門脇メネット・ 

多田メネット・加藤メネット） 

 ５日（水）    第２例会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【仙台ＹＭＣＡ国際ホテル・製菓専門学校入学式】 

１９日（水）    お花見例会 「伊達のいろり焼き」 

             （企画・阿部 司会・村井）

５月予定 

１０日（水）   第２例会 

１３・１４日（土・日） 金沢クラブ交流会（金沢） 

１７日（水）   第１例会（企画・菅野 司会・荒木） 

６月１１日（日）は仙台ＹＭＣＡバザーです 

 

仙台広瀬川ワイズメンズクラブからは 

松本ウイメン、加藤メネットが実行委員としてバザーを

盛り上げて行きます。担当主事の荒木も実行委員となり

張り切っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【今年もバザー頑張ります！！広瀬川！！】 

 

ようこそ仙台ＹＭＣＡへ 

 

４月８日（土）仙台ＹＭＣＡは賑やかな一日でした 

認定こども園・仙台ＹＭＣＡ幼稚園入園式 

仙台ＹＭＣＡ国際ホテル・製菓専門学校入学式 

が行われました。出会いの４月に多くの園児さん、専門

学校生をお迎え出来たことに、喜びを感じています。仙

台ＹＭＣＡ特別活動、バザー、チャリティーラン、クリ

スマスなどでご一緒できる事を楽しみにしています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     【仙台ＹＭＣＡ幼稚園入園式】 

  

 編集後記 

本野ウイメンからブリテン発行のバトンを頂

きました。本野ウイメンのご苦労を受け止め、

精進します。K・Aより 
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