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巻頭言                清水川 洋 

『ジャパニーズビンテージギター』 

最近よく友人から、昔弾いていたギターのことで相談を受けることが多いのです。私はちょうど 70年代から 80年代に

かけて青春真っ盛りの世代でした。もちろん私もギターに夢中になり、数十年たった今でも現役バリバリのギタリスト。 

さて、何の相談かというと、「古いギターをどうしたらいいか？」とか「息子もギターを弾いてはいるが、私のギターは

古臭いので使ってくれない」という悩みです。その頃の日本製ギターは本家のアメリカ製を凌駕するほどの技術やノウ

ハウの成熟期でもあり、今になってその品質が再注目されて『ジャパニーズビンテージギター』というジャンルも誕生

しているくらいです。私もギターを演奏し修理や調整まで自分でするタイプなので、当時のギターの品質の良さや音の

良さを身近に感じております。「おお？じゃあ高く売れるのか？」との質問されることもありますが、そんなことしない

でちゃんと修理して価値を確認して自分で弾いてあげるか、次の世代に継承して欲しいと思います。できれば昔の仲間

に声をかけて、バンド再結成！なんてのも最高にいいと思います。当時の日本製弦楽器技術者に敬意を表して…。 

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 

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 4月号ブリテン 通算第 83号 2018.4.17 

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 

イエスキリストこそ、全世界の罪を償ういけにえです。   ヨハネの手紙一 ２章２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 
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日 程：２０１８年３月２０日（火） １９時～２０時３０分 

参加者：阿部、荒木、伊勢、加藤、門脇、菅野、佐藤（剛）、高篠、松本 

 

 ２１日（水）が祝日の為、３月第１例会は火曜日の開催となりました。副会長佐藤メン

の開会点鐘でスタートしました。 

 ワイズソング、ワイズの信条の交読と続き、各担当者からの連絡へと進みました。美味

しいお弁当を頂き、３月の企画がスタートします。 

３月の例会は担当主事荒木の「脳の活性化・記憶を呼び戻せ！！」が始まりました。参

加メンを３つのグループに分けて、問題に答えて行きます。１９６０年頃から現代に向か

っての問題です。スポーツ、社会の出来事、歌、世界、様々なジャンルからの問題を考え、

思いだしながら協力しながら・・・・・。 

【ブリテン閲覧の皆様も考えてみて下さい。少しだけ抜粋致します】 

◆１９６０年（  ）つき（  ）つき、（   ）抜き 【若い女性の結婚相手の条件】 

◆１９６０年（   ）人形が大流行 ◆１９６４年 王貞治（  ）号本塁打日本記録 

◆１９７０年 日本航空機（   ）号ハイジャック事件 

◆１９７０年（   ）の１号店が名古屋にオープン 

◆１９７２年 札幌オリンピックスキージャンプ 70ｍ級 金メダルリスト （    ） 

◆１９７７年 普通の女の子に戻りたい（    ）引退 

◆１９８４年 怪人２１面相（     ）事件  （    ）が無敗三冠馬となる 

我がワイズメンは次々と難問に答えて行きました。無理をしない程度に思い出す事は、脳

を活性化します。終始笑いに包まれた時間を過ごす事ができました。自分が子どもの頃、

自分が若かった頃の出来事を思い出す・・・。こんな時間も私たちには必要ですね。 

 伊勢メンの閉会の挨拶、門脇メンの閉会点鐘でお開きとなりました。来月はお花見例会

が予定されています。今年の桜は例年より開花が早く、仙台はお花見真っ盛りです。（荒木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月第１例会報告 

在籍者 17名 出席者 9名 メイキャップ 2名 出席率 65％ 

メネット 0名 ゲスト・ビジター  0名 ニコニコ 8,000 円 

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 お花見例会 

４月２０日（土） 第 3回北東部評議会 宇都宮 

４月２８日（土） 東日本地区 YMCA 理事・常議員・総主事研修会 東京 

５月２日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第 2例会 

５月１６日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第 1例会 
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国際・地域協力募金街頭募金報告 仙台広瀬川４月第２例会 

仙台 YMCA バザー6 月 10 日 

２０１７年度の国際・地域協力募金の総額は 1,959,521 円となり

ました。仙台広瀬川ワイズメンズクラブも街頭募金のお手伝いを

積極にさせて頂きました。全国から、仙台市民から、仙台ＹＭＣ

Ａ会員から寄せられた大切な募金が、多くの方々への支援となっ

て行くことに喜びと誇りを感じています。 

 今後も微力ではありますが、仙台広瀬川ワイズメンズクラブが

できる事を考えながら支援を強めて行きたいと思っています 

（佐藤健吾） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

阿部メン 

の活躍は 

広瀬川の 

宝物です 

 

 

 

 

 

 

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 4月 4日(水)4月第 2例会報告」仙台 YMCA203 

参加者：阿部・荒木・伊勢・及川・加藤・門脇・菅野・佐藤剛 

    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 会長報告 

ⅰ北東部評議会：４月２１日(土)宇都宮    及川・門脇出席 

 台湾震災支援：YMCAより具体的な提案がないため、今回見送り。 

 クラブとして支援の意志はあったが…迅速な対応を願う。 

アジア大会：評議会にて報告・提案待ち 

② 各担当者から  ＹＭＣＡから 

ⅰ４月お花見例会 企画：多田 司会：本野 

日時：４月１８日(水)１９：００～ 

会場：コンティニュー  会費：４，０００円 

ⅱ 次期クラブ役員 

◯会  長 加藤研 

◯副会長 伊勢文夫 ◯書記正 多田修 ○会計正 松本京子 

菅野 健  書記副 佐藤剛  会計副 門脇秀知 

○監査  高篠伸子 ○CS   阿部松男 ○EMC  村井伸夫 

           CS   清水川洋  EMC  布宮圭子 

○DBC 本野日出子 ○ユース 佐藤善人 

○YMCA佐藤剛 ○ドライバー 佐藤健吾 

○メネット 多田純子 ○ブリテン・担当主事 荒木啓二 

○直前会長・アジア大会 及川浩美 

ⅲ ブリテン巻頭言 清水川メン 

５．閉会挨拶                 及川会長 

６．閉会点鐘                 及川会長 
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ワイズメンズクラブ 

２０１９年第２８回 

アジア太平洋地域大会 

 

開催日：2019年 7月 19日（金）～21日（日） 

 

開催会場：仙台国際センター 

            あと１５ヶ月 

編集後記 

新年度を迎えました。仙台ＹＭＣＡでは専門学校の入学式、幼

稚園、保育園の入園式などが無事終了し、各施設元気にスタート

したようです。２０１８年度も神様に感謝し、自分の周りにいる

全ての方々を愛し、歩んで行きます          （K・A） 


