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2017～2018年度 クラブ役員 

会   長 及川 浩美 会員増強 吉田 俊一 地域奉仕 多田 修 

副 会 長 佐藤 剛 会員増強 村井 伸夫 地域奉仕 伊勢 文夫 

書   記 加藤 研 YMCA 清水川 洋 地域奉仕 阿部 松男 

会   計 門脇 秀知 YMCA 佐藤 健吾 ユース 布宮 圭子 

監   査 高篠 伸子 国際・交流 佐藤 善人 ブリテン 荒木 啓二 

ﾒﾈｯﾄ 会長 松本 京子 国際・交流 菅野 健 直前会長 及川 浩美 

ドライバー 菅野 健 国際・交流 本野日出子 担当主事 荒木 啓二 

9 月第１例会報告 

在籍者 １８名 出席者 １１名 メイキャップ ２名 出席率 ７２％ 

メネット ０名 ゲスト・ビジター  ２名 ニコニコ １４，０００円 

THE  Y′Ｓ ＭＥＮ′Ｓ ＣＬＵＢ OF SENDAI  HIROSEＧAＷA 

   

仙台広瀬川ワイズメンズクラブ 

   2017年 10月号ブリテン 通算第 77号 2017.10.18 

巻頭言   ～人生でえたもの～ 

私 70歳近い人生で何かを得たか考えてみようかと思っております。まずは友達です。教会、学校、職

場、ワイズメンズクラブなどでたくさんの友を得ました。しかし、今でも付き合っている友人は意外

と少ないのです。また、旅の先々でかけがえの無い物を得ました。旅で得たものはいまだに心の中に

残っています。これからも友達を大切に、人生を送って行きたいと強く思っています。ワイズ北東部

部長や仙台広瀬川ワイズメンズクラブ会長を思って、メンバー全員で力強く活動して行きましょう。

我がクラブ、益々活気溢れますように！                       佐藤 善人 

２０１７―２０１８年度 主 題（Theme） 

国 際 会 長   Henry Grindheim（ノルウエー） 「ともに、光の中を歩もう」 

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    栗本 治郎 （熱海）      「広げよう ワイズの仲間」 

北東部 部長   鈴木伊知郎（宇都宮東） 「距離に負けるな北東部、各クラブの個性を磨こう」 

クラブ 会長   及川 浩美              「ワイズメンに誇りを持とう！」 

                                                   ～Let’s take pride in Y’s Men！～ 

 

 

「ワイズメンに誇りを持とう！」 

 

         今月の聖句                     吉田 俊一 

聖書はすべて神の霊の導きの下に書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をするうえに

有益です。                         テモテへの手紙二 ３章１６節  
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9月・第一例会 

日 時 ９月２０日(水) １９時～２０時３０分 

内 容 地震対策 松竹梅 

ゲストスピーカー 初代仙台市防災アドバイザー 京 英次郎 氏 

会 場 ＹＭＣＡ会館 

出席者 及川 阿部 菅野 門脇 伊勢 佐藤（善）吉田  

松本 多田 佐藤（健）荒木    ゲスト 門真氏  

京さんの経験に基づき、軽妙なトークでの講話となりました。途中に腹話術を織り交ぜながら私たちを

「ぐっ」と引き付けながらの１時間はとても貴重な時間となりました。 

 東日本大震災から６年７ヶ月を迎える私たちですが、少しずつあの恐怖を忘れつつあるのではないでし

ょうか。そんなタイミングでのお話は、再度気持ちを引き締める機会となりました。防災の要点は！ 

１、地震が起きたら必ず生き延びる知識を身に着ける ２、世の中で一番大切なものを地震から守る 

３、その場のリーダーとなること ４、地震対策は他の災害時にも役立つ。様々な災害に応用する 

５、自分の普段の生活を見直すこと 

また最近は雨量が多く、各地で土砂災害が起きている。私たちも土砂災害の意識を高く持つ必要がある。 

私たちの地震対策はどうなのか振り返ってみる～地震対策 松竹梅～ 

松・・・地震が起きない国、土地などに引っ越しをする 

竹・・・自分の住む家を耐震工事で完璧にする 

梅・・・現状のまま、意識を常に高く持ち、常に震災に備える準備を怠らない 

ワイズの皆さんは「梅」の声が多かったようです。もちろん「松」と答えた方もおりましたが・・・。私

たちは京さんのお話をきっかけに、再度災害に対する意識を高める事を自分自身に言い聞かせました。 

 

 

 

2017年 9月 23日、「第 23回仙台 YMCAインターナ

ショナル・チャリティーラン 2017」が開催されました。 

前日からの天候により、早朝まで小雨が降っておりま

したが、会場の準備開始時間には雨が上がりました。 

仙台ＹＭＣＡチャリティーランの大会会長である、さとう

宗幸さんのピストルの合図で一斉に勢いよくスタートし

ました。今回は、ランナーに対して声援や競技場内を

一緒に走る姿が多く見られ、最後のチームのアンカー

が競技場内に入ると、フィニッシュラインまでの約 60

ｍを大勢の参加者でアーチを作り、その間をくぐりな

がらフィニッシュを迎えました。 

午後は、「コルジャ仙台ブラインドサッカークラブ」の

皆さんによる、視覚障害者によるサッカー体験会や 

1000分の 1フルマラソン、キッズコーナーでの遊び場、

リーダーコーナーにてチャリティーランのことについて 

理解を深めるための寄せ書きを行いました。 

【参加者数】 

駅伝 39チーム 245人（伴走含む）  

ファミリーラン 30チーム 145人 

ボランティア 200人 

その他の来場者 150人 

参加者・来場者総数のべ 740人 

及川会長（実行委員長）お疲れ様でした！！ 
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ユースが躍動！！ 

金沢クラブ創立７０周年記念式典 

 

仙台広瀬川クラブのＤＢＣクラブ（国内

ブラザークラブ）である金沢クラブ創立７

０周年記念式典が９月１８日（月・祝）に、

金沢ニューグランドホテルで開催されまし

た。部会・式典は、金沢クラブが主管する

第２１回中部部会と同じ会場で開かれ、西

日本区役員・東日本区クラブ・西日本各ク

ラブから約１００名が参加し、広瀬川クラ

ブからも門脇・松本・菅野が参加しました。 

数日前から大きな台風が日本を縦断し、 

予測通り飛行機は欠航となり急遽新幹線に

切り替えての出発でした。 

 会場には開会前に無事に到着でき、金沢

クラブの皆様からは「飛行機が欠航の中、

よく来ていただきました」 

 

 

 

 

 

 

 

と感謝されました。 

 部会では加賀友禅作家：毎田仁嗣氏の記

念講演がありました。 

続いて７０周年記念式典に入り、「７０年の

歩み」を画像で見せて頂きました。 

終戦間もない頃からの貴重な資料を拝見出

来ました。アトラクションでは、藤倉真衣

氏の素晴らしいい笛の演奏を聴くことがで

きました。日帰りという慌ただしい参加で

はありましたが、クラブ間の親密さがより

深まったと感じられました。 

 発足７年の仙台広瀬川の１０倍の７０年

を成し遂げられた金沢クラブの皆様にあら

ためて敬意を表したいと思うと同時に、私

たちも資料の保存には十分な注意をしてい

かなければいけないと感じました。                              

（菅野健） 

 

 

 

 

第 48回全国ＹＭＣＡリーダー研修会 

 

2017年 10月 7日（土）～9 日（祝）、 

広島ＹＭＣＡ主管で 

研修会が行われました。全国各地から 

ユースボランティアリーダー85名、 

広島ＹＭＣＡ運営スタッフ、全国のスタッフ、総勢 120名を超える方々が広島の地に集いました。

新ロゴスローガンのベースにある、ブランドコンセプトの価値、「見つける、つながる、良くな

っていく」を共に学ぶ機会となりました。また、子どもたちの能力の引き出し方、リーダーシッ

プの理論、グループの成長過程など、学びの多い研修会となりました。来年の第 49 回は仙台Ｙ

ＭＣＡ主管と聞いています。仙台広瀬川ワイズメンズクラブも微力ではありますが、盛り上げ協

力したいと願っています。                （右前：佐藤健吾メン、左後：荒木メン） 
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10 月第二例会 報告 

 

日 時：10月 4 日（水）18 時 45分より 

場 所：仙台 YMCA203 教室 

参加者：村井、加藤、及川、佐藤（健）、門脇、伊勢、佐藤（剛）、吉田、阿部、松本、荒木  

１． 開会点鐘                      及川会長 

２． ワイズソング・ワイズの信条              一同 

３． 会長挨拶                      及川会長 

４． 協議・確認 

① 村井総主事より 

  ⅰ「被災地少年サッカー大会」１０月２１～２２日(土・日) 

   東北学院泉キャンパスにて開催。「閖上スポーツ少年団」の応援が広瀬川クラブの担当。 

  ⅱブランディングロゴの扱い方には十分配慮願いたい。 

 ② 会長報告 

   ⅰ４ｸﾗﾌﾞ会長会 今期会長：仙台クラブ 横倉さん 会計：及川会長 

   ⅱ来年１月の合同例会担当は石巻広域クラブ。 

   ⅲチャリテイランの支援に感謝。１０月２０日最終委員会の為結果は後日報告。 

 ③ １０月１８日(水)１０月第 1 例会の件 (企画 門脇・司会 高篠) 

    先日贈呈した「エプロンシアター」を使い、贈呈先の西中田保育園の酒巻 

    先生が例会にて実演。当日はご主人とご子息も参加。 

 ④ １１月第１例会は恒例「お泊り例会」の実施を承認。１１月１７日(金)を予定。 

   佐藤剛メンに「茂庭荘」との折衝をお願いする。(企画 佐藤剛・司会 阿部) 

 ⑤ ブリテン原稿  締切１０月１４日 巻頭言：佐藤善人 

５． 閉会挨拶                    佐藤剛副会長 

６． 閉会点鐘                    及川会長 

 

 

 

十勝のジャガイモが 10月 23日に届き 

ます。毎年の支援に感謝致します 

10 月 19日（木） 仙台ＹＭＣＡチャリティゴルフ  場所 泉国際カントリー倶楽部 

10 月 20日（金） チャリティラン実行委員会    場所 YMCA会館 

10 月 21日（土）～22（日） 被災地交流サッカー大会     場所 東北学院大学泉キャンパス 

10 月 24日（火） ピンクシャツデイ実行委員会   場所 YMCA会館 

10 月 26日（木） 仙台 YMCAクリスマス実行委員会 場所 YMCA会館 

11 月 1日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ 11月第二例会 

11 月 17日（金） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ 11月移動第一例会 「茂庭荘」 

11 月 23日（祝） 国際地域協力募金  街頭募金  午前・午後 

編集後記 

秋も深まり、仙台ではコートやマフラーが手放せない季節がやっ

て来ました。皆さんが健康で過ごせますように！「みつかる、つ

ながる、よくなっていく」YMCA の輝く未来を信じて   K.A 
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