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巻頭 

                   『自主返納！！！』                門脇秀知 

このごろ、高齢ドライバーによる事故の報道が目につくようになってきた。それに伴い運転免許の自主返納について様々

な意見が寄せられている。猛暑の続く中、買物や病院に行く為にはなくてはならない移動手段として車を利用している

この頃だが、最近、いとこ（75歳）と義兄（70歳）が相次いで運転免許を自主返納した。年の近い身近な人たちが返納

したことを聞いて自身にも間近に迫って来たのかと感じさせられる。2017年の自主返納者数は過去最高の42万2033件、

その内 75歳以上が 6割にあたる 25万 2677件あり、返納の動機は「身体能力の低下を感じたとき」が最も多く、視野が

狭くなったり危険の発見に対する反応が遅れるという自分ではなかなか気が付かない兆候が出てくるようになる。最悪、

高速道路の逆走、アクセルとブレーキの踏み間違い、一時停止の標識の見逃しなどの自動車事故に繋がっていく為、自

主返納は、事故の被害者にも加害者にもならないための有効な手段となる。しかし、これまでの生活の中に占める車の

比重を考えると拙速な判断が出来ない。やはり、返納後の生活設計を考えなければと痛感している。そこで、返納前に

夕方や夜間、雨天時、通学時間など、事故のリスクが高くなりやすい運転を段階的に減らす工夫が役立つと思われる。

大事なことは、返納後、自由な移動手段が無くなり行動範囲が狭まったり外出が減ったりした場合に備えて対策（同乗・

宅配・公的サポート・運転に代わる楽しみ等）を考えておく必要がある。 

2018～2019年度 クラブ役員 

会   長 加藤 研 メネット会長 多田 純子 DBC 本野日出子 

副 会 長 伊勢 文夫 ドライバー 佐藤 健吾 地域奉仕 清水川 洋 

副 会 長 菅野 健 監   査 高篠 伸子 地域奉仕 阿部 松男 

書   記 多田 修 ＹＭＣＡ 佐藤 剛 アジア大会 及川 浩美 

書   記 佐藤 剛 会員増強 村井 伸夫 ブリテン 荒木 啓二 

会   計 松本 京子 会員増強 布宮 圭子 直前会長 及川 浩美 

会   計 門脇 秀知 ユース 佐藤 善人 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 8 月号ブリテン 通算第 87号 2018.8.17 

２０１８―２０１９年度 主 題（Theme） 

国 際 会 長   Moon Sang Bong （韓国）     「私たちは変えられる」 

アジア 会長   田中 博之   (東京多摩みなみ）   「アクション」 

東日本区理事    宮内 友弥  （東京武蔵野多摩）  「為せば 成る」 

北東部 部長   涌澤 博（仙台青葉城） 「チャンス到来 われら北東部から世界へ」 

クラブ 会長   加藤 研              「元気ですか？ ワイズで心の洗濯をしませんか！」 

                                                    

 

「ワイズメンに誇りを持とう！」 
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日 程：２０１８年７月１８日（水） １９時～２１時 

場 所：スマイルホテル ３階 シェルブール 

参加者：阿部、荒木、伊勢、及川、加藤、門脇、菅野、佐藤健 

佐藤善、多田、本野、松本、村井  

出席者 13 名、欠席者からは委任状をいただき総会は成立。2018-2019 年度キックオフ例会が

行われました。及川会長より前年度の事業報告。今年の活動予定案の提案は加藤新会長が担いま

した。門脇メン及び新年度会計松本ウイメンより前期決算報告、今期予算案の説明があり、全会

一致で承認されました。前松本メネット会長よりメネット活動の報告があり、今年度も多田メネ

ット会長を中心に新たなエプロンシアターの製作をすることが発表されました。 

 総会後は「及川会長ご苦労様＆加藤新会長よろしく」の宴が始まりました。仙台広瀬川ワイズ

メンズクラブを２年間会長として支えた及川メン、心から感謝します。そしてワイズをより楽し

く心の洗濯の場にする決意の加藤新会長、心からよろしくお願いします。「まあ飲もう」「そりゃ

飲もう」「ぐっと飲もう」クラブ員全員が気持ちを一つにできたキックオフ例会でした。                  

【新旧会長の乾杯】     【多田メン誕生日でした】      【ワイズソング合唱】 

 

 

 

 

 

 

              

 
 
 

７月第 1例会報告 

在籍者 17名 出席者 13名 メイキャップ 1名 出席率 82％ 

メネット 0名 ゲスト・ビジター  0名 ニコニコ 13,000円 

８月２１日（火） ４ワイズメンズクラブ 納涼例会 
８月２３日（水） ﾁｬﾘﾃｨｰﾗﾝ実行委員会 19:00 YMCA 
９月 ５日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第 2例会 
９月１９日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第 1例会  
９月２３日（祝） 第 24回仙台 YMCA ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾁｬﾘﾃｨｰﾗﾝ 2018  
９月２６日（水） 国際地域協力募金実行委員会 19:00～ 

               今月の聖句                菅野 健 

武力によらず、権力によらず、ただ我が霊によって、と万軍の主は言われる。 

                      ゼカリア書 ４章６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 



北東部評議会 報告 仙台広瀬川 8 月第２例会 

 

 

 

平和七夕 折り鶴 

７月２８日(土)１３：００～ 仙台 YMCA２０３ 

開会点鐘‐ワイズソング‐祈り‐涌澤部長挨拶‐出席者自己紹介

の後に鈴木伊知郎直前部長より前年度事業報告 

 報告事項 

 〇涌澤部長より新年度方針・活動計画の報告 

 評議会：7月 28日(仙台)11月 17日(宇都宮)翌 4月 20日(仙台) 

 部会：９月２２日仙台駅前 AER 

 〇各事業主査より新年度方針・活動計画の報告 

 〇各クラブ会長新年度方針・活動計画の報告 

 協議事項 

 〇前年度北東部決算報告(鈴木伊知郎直前部長)→承認 

 〇評議会出席者交通費補助(菊地弘生会計)→承認 

 〇第２２回北東部部会開催(加藤重雄実行委員長)→承認 

 〇今期北東部収支予算(案)(菊地弘生会計)→承認 

 〇今期北東部監事選任・広瀬川クラブ菅野健メンにお願いした

い。(涌澤部長)→承認 

その他 

アジア大会用バッチを北東部で 200個一括購入(@500円) 

各クラブメンバー・メネットに販売を予定。(９月２２日頃) 

菅野監事より講評を頂き、北東部の歌を斉唱後、閉会点鐘となる 

                      （加藤 研） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙台七夕祭りの初日８月６日は、「ヒロシマ原爆被災の日」

です。この日を忘れないために、「平和を祈る七夕」市民

のつどいさんは仙台七夕祭りの会場に「ノーモア ヒロシ

マ・ナガサキ」の竹飾りを飾り続けて来ました。今年も多

くの支援者の皆様に支えられ、当日を迎えることが出来ま

した。世界の平和を心から祈り、平和七夕の取り組みに敬

意を表し、これからも仙台広瀬川ワイズメンズクラブとし

て携わって行きたいと思っています    （荒木啓二） 

・作業開始 ５月１７日～ 

・寄せられた鶴は１１０万羽 参加者２５，０００人 

・尚絅学院高校の生徒さん、総勢２５名協力頂きました 

・仙台アイコープさん、横浜の関東学院さんが 新たにご協力 

 

 

 

2018年 8月 1日(水)「8月第 2例会」「健吾メン祝福の会」 

参加者：阿部・伊勢・及川・加藤・佐藤健・門脇・菅野・本野 

松本  メネット：加藤メネット 特別ゲスト 佐藤初美さん 

時間：19:00～ 場所 藤崎屋上 ビアガーデン 

黙祷 

１． 開会点鐘               加藤会長 

２． ワイズソング             一  同 

３． ワイズの信条             一  同 

４． 会長挨拶               加藤会長 

５． 協議・確認 

①理事通信の確認 

②会長報告(クラブの活動及び区・部や他クラブからの連絡確認) 

   １．北東部評議会・アジア大会他について 

   ２．そのほか 各実行委員会担当者より 

③クラブ各担当者から会員への提案・報告他  

    ⅰ８月合同例会について 

    ⅱ仙台クラブ７０周年・北東部会について 

    ⅲ＜各担当者より＞ ブリテン 巻頭言 門脇メン 

    ⅳYMCAから連絡・報告  

ブリテン原稿  巻頭言 門脇メン 

６．閉会点鐘               加藤会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

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 11ヶ月 

編集後記 

異常気象に困惑気味の日本列島。猛暑、台風など８月も大変で

した。神様から与えられた豊かな恵みに感謝し、全国のＹＭＣＡ

が無事に夏を乗り越えられますよう、お祈りいたします。 

                     （K・A） 

佐藤健吾メンご入籍報告 

我が仙台広瀬川ワイズメンズクラブ会員の佐藤健吾メ

ンが 7 月 23 日に入籍いたしました。心よりおめでとうご

ざいます。お相手は 

佐藤初美さん（旧姓大久保） 

仙台 YMCAの 

ポップクラブで活躍している 

音楽大好きの素敵な女性です 

お二人の幸せな人生を 

クラブ員一同祝福します 

西日本豪雨災害  YMCAポジティブネット募金  

緊急街頭募金実施   

７月２２日街頭募金 

市民の皆さまより 

153,460 円の募金を 

頂きました 

 

 


