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巻頭言                荒木啓二 

「喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい」 

人は嫉妬心、妬み、劣等感、素直な心、誠実な心を持つ生き物でしょう。次男の大学合否が決まる瞬間、長男と私は

次男の後ろでその時を待った。叫ぶ次男「俺の番号がある、合格したよ」18 歳、20 歳、52 歳の男たち３人は、大声を

出し、肩を組み抱き合い、叫び、共に喜んだ。３人が抱き合ったのはいつ以来だろうか。専門学校生の長男に嫉妬など 

存在しない。純粋に弟の合格を「弟と共に心の底から喜べた」長男を誇りに思う。私たちは泣く時も一緒だ。 

2017～2018年度 クラブ役員 

会   長 及川 浩美 会員増強 村井 伸夫 地域奉仕 多田 修 

副 会 長 佐藤 剛 YMCA 清水川 洋 地域奉仕 伊勢 文夫 

書   記 加藤 研 YMCA 佐藤 健吾 地域奉仕 阿部 松男 

会   計 門脇 秀知 国際・交流 佐藤 善人 ブリテン 佐藤 健吾 

監   査 高篠 伸子 国際・交流 菅野 健 ブリテン 荒木 啓二 

ﾒﾈｯﾄ 会長 松本 京子 国際・交流 本野日出子 直前会長 及川 浩美 

ドライバー 菅野 健 ユース 布宮 圭子 担当主事 荒木 啓二 

2 月第１例会報告 

在籍者 17 名 出席者 10 名 メイキャップ 1 名 出席率 65％ 

メネット 1 名 ゲスト・ビジター  １名 ニコニコ 10,000円 

THE  Y′Ｓ ＭＥＮ′Ｓ ＣＬＵＢ OF SENDAI  HIROSEＧAＷA 

   

仙台広瀬川ワイズメンズクラブ 

   2018 年 3 月号ブリテン 通算第 82号 2018.3.20 

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                菅野 健 

命のある限り、あなたをたたえ、手を高く上げ、御名によって祈ります。 

詩編 ６３章５節 

                            

 

「実に、すべての人々に救いをもたらす 

テトスへの手紙 2章 11節 

mailto:migaku-katoken@mvd.biglobe.ne.jp


日 程：２０１８年２月２１日（水） １９時～２０時３０分 

参加者：阿部、荒木、伊勢、及川、加藤、門脇、菅野、佐藤（剛）、布宮、松本 

    多田メネット 

ゲスト：佐藤可奈先生（認定こども園 仙台 YMCA幼稚園） 

 ピンクシャツデーの１週間前、２月第１例会が開催されました。例会では各自ピンクの

物を身に着け、ピンクシャツデーへの賛同をアピールさせて頂きました。 

黙祷から及川会長の挨拶でスタートしました。２月はメネット会が寄贈したエプロンシ

アターの実演です。１２月に寄贈させて頂いた仙台 YMCA幼稚園から佐藤可奈先生にお越し

頂き、実演がスタートしました。仙台広瀬川ワイズメンズクラブのメンバーも笑いながら

食い入るようにエプロンシアターを楽しみました。今回の「ネズミくんのびっくり誕生会」

の実演は、お渡しした資料の物語に、先生独自のお話、歌、ジェスチャーが追加され、大

人でも楽しく参加できました。また、次回作への意欲も湧きました。最後はそれぞれのピ

ンクを身にまとい、記念撮影で終了となりました。    （多田メネット・荒木啓二） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私たち仙台広瀬川ワイズメンズクラブは 

ピンクシャツデーに賛同し、 

いじめのない社会、平和な世界の 

実現に努めます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月 7日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第 2例会 

3月 11日（日） 東日本大震災 追悼礼拝 14：30～ 仙台 YMCA立町会館 

3月 12日（月） 国際・地域協力募金実行委員会（最終） 

3月 20日（火） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第 1例会 

4月 4日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第 2例会 

4月 18日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第 1例会 
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ボランティア感謝会報告 

ピンクシャツデーに賛同 

日 時：3月 10日（土）19時 00分～20時 30分 

場 所：仙台ＹＭＣＡ 立町会館 

参加者：阿部、荒木、及川、加藤、菅野、佐藤（健）多田、村井、 

列 席：門間さん 

 ユースリーダー、役員、ワイズメンズクラブ、ＹＭＣＡ職員、

総勢４０名の参加の中、感謝会がスタートしました。 

 第一部の礼拝では、菅野会長から「子どもたちに寄り添ったユ

ースリーダーは素晴らしい」と温かいお言葉を頂きました。 

 第二部は祝会となり、感謝状の授与、認証状の授与も行われま

した。ユースとワイズの融合は実に心地が良く、終始笑顔で感謝

の気持ちを互いに伝えることができました。 

 第 32回タイ農村ワークキャンプ団長、黒田さん、団員からもキ

ャンプの様子を伺うことができました。 

最後は全員の記念撮影で幕を閉じました。私たち仙台広瀬川ワ

イズメンズクラブはこれからもユースと共に、奉仕の精神を持ち

ながら歩んで行きたいと感じた感謝会でした。（荒木啓二） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記念撮影・前列は卒業リーダー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【仙台広瀬川ワイズメンズクラブ・昔イケメン軍団】 

 

【感謝状授与】 

   

 

 

【卒業リーダー 

に感謝】 

３月１１日（日）、仙台ＹＭＣＡ立町会館於いて、追悼礼拝が実施

されました。仙台広瀬川ワイズメンズクラブから、加藤メン、菅

野メンが参加し、被災者への追悼を行いました。役員、ワイズ、

職員及びご家族、総勢２５名の参加を頂きました。今も被災地の

苦しみ、悲しみは変わりません。引き続き、仙台広瀬川ワイズメ

ンズクラブは全国のワイズの皆さまと共に支援を続けて行きたい

と思っています。礼拝の前に、日本ＹＭＣＡ同盟が制作した被災

地支援ビデオを上映しました。全国のＹＭＣＡからの支援、仙台

ＹＭＣＡの歩みなど８年目を迎えるにあたり、当時を思い出しな

がら、気持ちが引き締まる思いでした。１４時４６分、静かに黙

祷を捧げる事ができました。神様と共に、被災地の復興をお祈り

申し上げます。               （荒木啓二） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙台ＹＭＣＡでは、いじめをなくすための活動として世界的な

いじめ反対運動である「ピンクシャツデー」に賛同し、全国のＹ

ＭＣＡと共に、いじめのない世界を目指すことを呼びかけるため、

2016年 2月から活動を行っております。 

 ピンクシャツデーとは 2007年カナダでピンクのシャツを着て

登校した少年がいじめられました。それを見た 2人の学生が 50枚

のピンクシャツを友人・知人に配り、賛同した多くの生徒がピン

クのシャツを着て登校し、いじめが自然となくなっていきました。

このエピソードが世界中に広まり、出来事があった 2月の第 4水

曜日にいじめについて考え、いじめられている人々と連帯する思

いを表す一日とし「ピンクシャツデー」が広まりました。 

来年も、再来年も、全国のＹＭＣＡ、全国のワイズと共に 

私たち仙台広瀬川ワイズメンズクラブは積極的にこの活動に賛同

し支援して行き、共に素晴らしい社会作りに貢献致します 

（佐藤健吾） 

ﾋﾟﾝｸｼｬﾂﾃﾞｰ 

玄関前で撮影 

立町会館にて 

2018、2,28 

３・１１追悼礼拝 
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PEACE ＆ SMILE 仙台広瀬川 3 月第 1 例会 

仙台 YMCA バザー6 月 10 日 

～クリスマスカードコンテスト～ 

毎年 12月に行われている仙台ＹＭＣＡクリスマスのさいに実施

しています「クリスマスカードコンテスト」も、今年は 6回目と

なりました。新しい企画として、今回は応募いただいたカードを

国内外の学校や施設にお送りしました。この試みは、河北新報で

も取り上げていただき、今年は 100通を超える作品が集まりまし

た。小さなお子さんから大人の方、日本人も留学生も一緒に平和

な世界への祈りを込めて作られたたくさんのカードを、国内外の

学校や施設へ送り、大変喜んでいただきました。お礼のカードも

届き、このような小さな繋がりが、平和な世界を作るための小さ

な一歩であるということを実感いたしました。（小林 尚美） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

クリスマスカード送付先 

【国内】石巻市立前谷地保育所 

    石巻河南子育て支援センター パプラ 

    石巻市青果農家 齋藤様 河北新報夕刊編集部 

    特別養護老人ホームみやま荘  光永尚生前総主事  

【海外】アメリカ 日系アメリカ人老人ホーム Kokoro  

    韓国 議政府ＹＭＣＡ 

    タイ バンコクＹＭＣＡパヤオセンター 

    タイ mainichi日本語学校 

 

 

毎年恒例の「ＹＭＣＡバザー」を６月１０日（日）で実施され

る予定です。今年の実行委員長は我が仙台広瀬川ワイズメンズク

ラブの松本京子ウイメンが担います。期待せずにはいられません。 

 ４月からは実行委員会がスタートします。ＹＭＣＡに連なる

方々、市民の皆さまが、楽しく参加できるバザーになる事を祈っ

ています。多くの益金が、子どもたち支援、被災地支援に繋がっ

て行くことを願います。            （荒木啓二） 

 

広瀬川ワイズ 

大盛況 

 

昨年度の 

バザーより 

☆「2018年 3月 7日(水)1月第 2例会報告」仙台 YMCA２０３ 

参加者：阿部・荒木・伊勢・及川・門脇 

菅野・佐藤（健）・多田・松本 

時間：18:45～20:00 

黙祷 

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 理事通信の確認 

②  会長報告 

・北東部関係、震災関係、アジア大会関係他 

③ 各担当者から  ＹＭＣＡから 

・ブリテン原稿：巻頭言・荒木啓二 

・第一例会は２０日（火）に実施 司会荒木 企画村井 

・ＹＭＣＡバザー６月１０日 

・ＹＭＣＡバザー委員長は仙台広瀬川ワイズメンズクラブ 

 松本京子ウイメンに決定 

 バザー委員：多田メン、多田メネット、加藤メネット 

５．閉会挨拶                 及川会長 

６．閉会点鐘                 及川会長 

 

第 32回タイ農村ワークキャンプ 

2月 24日～3月 8日まで第 32回タイ農村ワークキャンプが実施さ

れました。団長黒田 敦さん、団員９名は多くの学びを持ち、無

事帰国致しました。私たち仙台広瀬川ワイズメンズクラブも、い

つかは海外に行き、奉仕活動を行いたいですね （荒木啓二） 

【団員：磯原君、井上さん、木原さん】 【団長：黒田さん】 
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ワイズメンズクラブ国際協会 

第 21回東日本区大会 

日 時：2018年 6月 2日～3日 

会 場：プラサヴェルデ 

ホストクラブ：沼津ワイズメンズクラブ 

【富士山のように高く】 

編集後記 

「リーダー痛いよ」「リーダー苦しいよ」「リーダー寒いよ」どん

な時も子どもたちの心に寄り添い、共感し、励ましを送る。そし

て、子どもたちが一歩踏み出せる勇気を与える。仙台広瀬川ワイ

ズメンズクラブの一員として。          （K・A） 


