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巻頭言 

             『作法を身につけよう』         及川浩美 

「自由」いい響きですね。みなさんも大好きなワードの上位に入る言葉ではないでしょうか。先人たちは「自由」を獲

得するために多くの血を流してきました。今なお自由を求めて戦っている人たちもいます。それほどに大切な「自由」。

自由な世界、自由って素晴らしい。ところが、ここのところ「自由」の暴走が目立っていませんか。ネット上の自由空

間では匿名による誹謗中傷の氾濫。最近ではスポーツ界において、勝つためなら何をしても自由と言わんばかりに、平

気で相手選手にケガをさせる行為など。あまりにひどい自由の拡大解釈ではないでしょうか。ワイズの信条にあるよう

に「義務をはたしてこその権利」と同じく、ルールを守ってこその「自由」ですよね。ではルールとは何かといいます

と私はひとつ「作法」という言葉をあげたいと思います。行儀作法、礼儀作法の「作法」です。人に対してだけではな

く自然や物に対しても敬意をはらい、慈しみ大切にする心です。さて私は 50代後半、もうすぐ還暦を迎えます。いまだ

いろいろと教わることが多く未熟者ではありますが、きちんと作法を身につけた素敵な大人になり自由を謳歌したいと

思っております。最後に私事ですが、仙台広瀬川クラブの会長職を 2 年間務めさせていただき、この 6 月で退任するこ

ととなりました。その間、何もわからない私を支え盛り立てていただいた広瀬川クラブの皆様方には感謝しかございま

せん。また東西日本区、特に北東部の各クラブの皆様方とも楽しく交流させていただきました。感謝します。 

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 6 月号ブリテン 通算第 85号 2018.6.19 

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！」 
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日 程：２０１８年５月１６日（水） １９時～２１時 

ゲスト：ライ エカタさん パラジュリ ススマさん ラマ ビマラさん ラマ ニルマラさん  

ニロウラ ルパさん 専門学校スタッフ：赤間さん、小林さん 

参加者：阿部、荒木、伊勢、及川、加藤、門脇、松本、 メネット：加藤メネット  

今年４月にネパール・ベトナムからの留学生１０名が YMCAの「おもてなし科」に入学したと聞き、早速

交流の機会を求めて今回の例会を企画。５名のネパール女性留学生と会食後、皆さんの自己紹介を兼ね、

ネパールの日常生活の様子をお聞きしました。日本語の流暢さだけでなく、英語も堪能だという彼女たち

のバイリンガルぶりに、大変魅力を感じ、今後のホテル学校運営の「灯り」を見つけた思いです。民族衣

装の美しさ、音色に溶け込む独特の艶やかな踊る姿に、ネパールの風景が浮かんでくるようでした。お返

しにワイズメンも彼女たちを案じているだろう親御さんの代わりに「故郷」を大きな声で合掌し、彼女た

ち夢が叶うことを心から祈りました。                   （加藤 研） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月第 1例会報告 

在籍者 17名 出席者 7名 メイキャップ 3名 出席率 59％ 

メネット １名 ゲスト・ビジター  7名 ニコニコ 6,000円 

６月６日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第 2例会 

６月１０日（日） 仙台ＹＭＣＡバザー  10:00～14:00 

６月２０日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第 1例会 

６月２０日（水） ジャズの調べ トーク＆LIVE YMCA 19:00～20:00 

６月２７日（水） 仙台ＹＭＣＡチャリティーラン 第２回実行委員会 

６月３０日（土） 仙台ＹＭＣＡ大会 立町会館 14:00～17:00 

７月４日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第 2例会 

７月１４日（土） 夏季ユースリーダー委嘱状授与式 19:00～20:30 

７月１８日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第 1例会 

               今月の聖句                菅野 健 

この自由を得させるために、キリストはわたしたちを自由の身にしてくださったのです。 

                            ガラテヤの信徒への手紙 ５章１節 

 ガラテヤの信徒への手紙 3章 26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 

2 

自分の国の紹介ができてうれしかった。ネパールについて、まだ

まだ知られていないことがたくさんあった。ネパールのいいところ

を日本人におしえてあげる機会があってうれしかった。みなさん

に、大切にしてもらえてうれしかった。みなさんがこれからネパー

ルに興味をもってくれたらもっとうれしいと思います。 

マラ ニルマラさん 

          ライ エカタさん 



第 21 回東日本区大会ご報告 仙台広瀬川６月第２例会 

 

 

エプロンシアター寄贈 

 

2018年 6月 2日・3日、沼津プラサヴェルデで開催されました。  

ホストクラブは沼津クラブで、大会史上最大の４８０名が参加す

る大きな大会でした。初日、大会冒頭のメモリアルアワーでは仙

台広瀬川クラブ故吉田俊一メンもご紹介されました。恒例の議

事・講演会と順調に進み、夜は盛大な晩餐会でした。 

特に、2019アジア大会に向けて開催地仙台 4クラブに対する期待

が多く出されました。 

 

２日目の表彰では仙台広瀬川ワイズメンズクラブはたくさんの表

彰を受けました。 

［表彰内容］ 

地域奉仕事業 ＣＳ献金達成賞 

国際・交流事業 ＴＯＦ献金達成賞 

会員増強事業 ノンドロップ賞 

ユース事業 ロースター広告協力賞 

メネット事業 メネット委員会特別賞 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

メネット会 大活躍中！！ 

６月１４日（木）メネットの皆様より、念願の！！エプロンシア

ターを寄贈いただきました。タイトル「かくれんぼ だあれ？」

かわいい動物さんがたくさん出てくるおはなしです。じどうかん

のおはなし会で演じるのが今から大変楽しみです。心より感謝申

し上げます。               （郷古 祐子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆「2018年 6月 6日(水)6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・清水川 

    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             一  同 

３． ワイズの信条             一  同 

４． 会長挨拶               及川会長 

５． 協議・確認 

① 会長報告 

ⅰ第 21回東日本区大会 沼津 6月 2・3日 報告 菅野 

480名の参加者。14名のメモリアルに吉田さんも。盛況であった 

次回は東京にて。 

ⅱ9月 22日(土)アエルにて北東部会 

② 各担当者から提案・報告 

ⅰ６月２０日(水)「ジャズコンサート」の件 

第１例会と重なるため「コンサート」後例会を開催 

著名な演奏者なので、多くの方にお聞かせしたい 

 

ⅱ６月第 1例会 企画：阿部 司会：松本 

日時：６月２０日(水)２０：００YMCA２０３教室 

「ジャズコンサート」後、今期活動の評価と次期展望の意見交換

をする。 

 

ⅲYMCAバザー：今回は松本京子さんが実行員長です。しっかり支

えましょう！ 

広瀬川クラブは「うめちゃんの漬物」「茹でトウモロコシ」 

              「伊勢メンスケッチ」他を販売 

ⅳ各実行員会関係 

〇チャリティゴルフ：清水川委員長よりプレイヤーの登録喚起と

ホールインワン賞が設けられたとの報告あり。 

〇チャリテイラン：担当は佐藤剛・及川両委員 

〇国際協力募金：担当は伊勢・門脇両委員 

 

ⅴYMCAより 

〇YMCA大会 ６月３０日(土)14:00～17:00 ぜひご出席ください。 

○ブランディングによるポロシャツ・キャップ等の販売受付第２

期締切６月２５日 

 

ⅵブリテン原稿  巻頭言 及川 

 

６．閉会挨拶                 及川会長 

７．閉会点鐘                 門脇秀知 
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仙台 YMCA バザー報告 

 

地域奉仕活動・富沢児童館にて 

 

 

 

皆さまのご支援に感謝 

【仙台広瀬川ワイズメンズクラブのお店です】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月１０日（日）１０時～１４時まで、仙台ＹＭＣＡの立町会

館に於いて仙台ＹＭＣＡバザーが開催されました。当日は雨が降

る天候となりましたが、多くの皆さまにご来場頂きました。心か

ら感謝致します。地域の皆さん、各施設の会員の皆様、保護者の

皆様、そして多くのボランティアの皆様。益金も多く得られまし

た。皆様から寄せられた真心は、子どもたち支援、ボランティア

支援に用いられて行きます。 

物品を寄贈頂いた皆様、当日足を運んで頂いた皆様、多くの人々

の繋がりを実感したバザーとなりました。お支え頂いた皆様、本

当にありがとうございました。 

（実行委員長：松本京子） 

             

【仙台ワイズの 

   焼き鳥は名物】 

 

 

 

 

 

【北海道小樽から！ 

  直送ホタテ焼き】 

 

 

 

 

【石巻広域ワイズの 

 黒田担当主事は 

   焼きそば職人】 

               

      【うれしいつながり・・・】 

 

富沢児童館では、最近うれしいつながりがあります。伊勢文夫さ

んから嬉しいご奉仕がありました。（伊勢メン） 

児童館周りの草取りは、いつも職員で行っています。ただ、駐車

場は広く雑草の量も大変多く苦戦しておりました。「草刈っておい

たぞ！」と伊勢さんから嬉しいお電話がありました！ 

駐車場内の一番草が取りにくいところを、草刈り機で刈って下さ

っていたのです。職員一同きれいな駐車場に大変驚きと喜びでい

っぱいでした。 

伊勢さんから嬉しい寄贈もありました。お孫さんが使用していた

すてきなお家とこども用バイクです。お孫さんが大きくなったと

のことで、富沢児童館にお引越しです（*^_^*） 

おうちが登場すると、乳幼児さんがさっそく出たり入ったり！！ 

小さいバイクもおまわりさん気分でびゅ～ん！富沢児童館にきた

お友だちは大喜びで遊んでいます。 

野菜やお花の苗も伊勢さんからいただき、児童館の小さな庭がも

うすぐ華やかになりそうです。本当にありがとうございます。こ

れからもよろしくお願い致します。富沢児童館館長 郷古祐子 

【伊勢メンの活躍に感謝です】 

 

                苗もすくすく育ちます 

                お水は大切ですね 

 

 

 

 

 

子どもたちは大喜びです 
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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１３ヶ月 

編集後記 

仙台広瀬川ワイズメンズクラブを担当し、２年が過ぎました。 

残された期間、精一杯ワイズの皆さまと取り組み、学んで行き 

たいと思っています。皆様よろしくお願い致します。 

                     （K・A） 


