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巻  頭  言 

                 「宝もののお返し」             本野日出子 

私は子どものころは岩出山の山村で生活しました。小学校・中学校も歩いて遠いところにありました。高校は親元を

離れ寄宿舎に入りました。高校卒業後にご縁があって仙台に出ました。それからは、親身になっていただいたたくさん

の方々のお力を頂き、65歳の定年まで同じ職場で働くことが出来ました。働き始めてからは、学生時代には体験できな

かった「研修・講習・資格取得」といった勉強がすごく新鮮に感じ、職場環境も後押ししてくれ積極的に勉強しました。 

これまで取得したのは、「ハラスメントの相談」・「パソコン指導」・「整体施術」、新しいものでは「飾り巻き寿司」・「終

活ライフケアプランナー」・「整理収納アドバイザー」等どれもが私の宝物です。 

年金を頂く年齢になり、私が培った勉強や資格をどうすればいいのかと思い始めました。新聞・テレビで、様々な出

来事、高齢者を狙った詐欺行為、健康と将来に対する不満、が毎日のように報じられます。 

「そうだ。私には私が取ることの出来た宝の資格がある。これを皆さんにお返ししないわけにはいかない。」お返しし

なければ「宝の持ち腐れになってしまう」と思い始めました。 

どこまで、何ができるかは全くわかりませんが、「宝の持ち腐れ」にならないよう、「宝もののお返し」を楽しんでい

る 2018年です。 

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 10月号ブリテン 通算第 89号 2018.10.17 

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 時: ９月１９日（水）18：45～20：30    

 場 所: 仙台 YMCA立町会館 203教室 

 ゲスト:富沢児童館 郷古祐子さん、村井真平さん、佐藤由香理さん 

    仙台ワイズ：吉田一恵さん、田中京子さん、田村成子さん、横倉純さん 

    仙台青葉城ワイズ：加藤真子さん、金原道子さん、涌澤博さん 

 仙台広瀬川ワイズ参加者   

阿部、荒木、伊勢、及川、門脇、加藤、菅野、多田、松本、加藤メネット、多田メネット  １１名 

 我が仙台広瀬川ワイズメンズクラブメネット会の誇りエプロンシアター。ＹＭＣＡの施設４ヶ所目の富

沢児童館に寄贈をさせて頂いた。今回の例会では「かくれんぼ だ～れ」のエプロンシアターのお披露目

が行われた。郷古館長、村井さん、佐藤さんの息の合った発表は笑いあり、感動あり、参加者は大きな拍

手を送った。また、児童館あれこれと称して、最近の活動紹介のお話を頂いた。 

① 子育て家庭支援事業 

② 健全育成事業 

③ 地域交流推進事業 

④ 放課後児童健全育成事業 

について具体的な事例を交えて説明を頂いた。０才～１８才までの児童１７８人を１５名のスタッフで忙

しく健全な遊びを通して、富沢地域の開拓と安定を図り施設運営をしているとのこと。ワイズメンズクラ

ブへは、餅つきやお祭りに参加協力の要望を頂いた。メネット会の「エプロンシアター活動」の更なる発

展を祈っている。                                 （伊勢文夫） 

★１１月１７日（土）午前中 富沢児童館まつり★ 広瀬川の皆さん お手伝いお願いします！！ 

 

9月第 1例会報告 

在籍者 17名 出席者 9名 メイキャップ  3名 出席率 71％ 

メネット 2名 ゲスト・ビジター  10名 ニコニコ 13,000 円 

１０月 ３日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第 2例会  

１０月 ６日（土）～８日（祝） 第 49回全国 YMCAリーダー研修会 仙台 YMCA・山形蔵王 
１０月１７日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第 1例会 
１０月１８日（木） 第 21回仙台 YMCAチャリティゴルフ 
１０月１９日（金） 最終 チャイティーラン実行委員会 
１０月２０日（土）～２１日（日） 被災地交流サッカー大会 東北学院大学 泉キャンパス 
１１月 ７日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第 2例会 
１１月１６日（金） 第 2回国際地域協力募金委員会 
１１月１７日（土） 第 2回北東部評議会（宇都宮） 
１１月２３日（祝） 国際地域協力募金 街頭募金活動 13:00～ 

１１月３０日（金） 移動 第１例会予定 

                 今月の聖句                菅野 健 

  神は高慢な者を敵とし、謙虚な者には恵みをお与えになる。                           

                              ペトロの手紙一５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 
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第 22回北東部 部大会 

仙台クラブ 70周年記念祝会 

９月２２日(土)アエル２１階にて開催。部会は恒例のバナーセレモ

ニーで始まる。涌澤北東部長の開会点鐘、ワイズソング、川上牧師

によるお祈り(テモテへの手紙第２２章１９節)、涌澤部長挨拶、田

中博之会長祝辞、来賓紹介と進み、クラブアピールでは我クラブメ

ネットの「エプロンシアター活動」を報告、その反響の大きさをア

ピールした。川上牧師による「福島と東北キリシタン」の基調講演

に学んだ後、北東部の歌を声高らかに歌い、鈴木伊知郎次期北東部

長の閉会点鐘にて閉会した。 

 

 

 

 

 

我らの生みの親仙台クラブの「７０周年祝会」は「六軒町睦会・

すずめ踊り」で華々しく始まる。２１階の東面総ガラス張りフロア

ーからの景色は遠くに仙台湾や金華山を望み、正に「インスタ映え」

の絶景ポイント。１００名に近い出席者の中、中川会長挨拶、村井

総主事、栗本直前理事の祝辞に続き、岡久雄メンによるお祈りはワ

イズとＹＭＣＡの協働の歴史を知る貴重な瞬間であった。板村次次

期理事の乾杯にて祝宴開始。ギタリスト浦島さんのコンサートや仙

台クラブ７０年の歩みのスライドを鑑賞。あずさ部東日本区大会ア

ピールの後、祝会実行員長阿部靖メンの感謝の一言一言はＹＭＣＡ

と共に苦難の道程を乗り越え今に至った安堵と未来を期待する情

熱であることに気付かされた。温かく美味しいお料理とお酒、肩の

凝らない楽しい祝宴であった。願わくは仙台クラブ会員の言葉で７

０年を振り返るエピソードを拝聴したかったです。最後に菅野健Ｙ

ＭＣＡ会長自らのサックス伴奏に合わせ、全員で「ＹＭＣＡの歌」

を合唱し散会となった。              （加藤 研） 
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第 24回仙台ＹＭＣＡ 

ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・ﾁｬﾘﾃｨｰﾗﾝ 2018 

今年も盛大に行われた。ランナー・ボランティア・応援な

ど総勢８５０名を超える来場者。YMCA 運動が広がって行く事

に喜びを感じる。仙台広瀬川ワイズメンズクラブチームも元

気に参加した。多くの支援者に支えられたチャリティーラン。

私たちワイズも YMCA運動をサポートする一員である事に誇り

を持てた素晴らしい１日となった。 

剛メン・健吾メンが奮闘！！      （荒木啓二） 

アジア太平洋地域大会第 4回 HCC委員会 

 

9 月 23 日、アジア太平洋地域大会仙台大会の第 4 回実行委

員会が仙台 YMCAにて開催されました。 

会議に先立ち、大会 2 日目に予定されている被災地バスツア

ーの下見を兼ねて実行委員 21 名で南三陸町「さんさん商店

街」、石巻「大川小学校」、仙台国際センターなどを見学して

来ました。実際に回ってみることで様々な課題も見つかり、

貴重な体験となりました。 

 会議では各委員会の進捗状況の報告がありプログラムの内

容も具体的に固まって来ました。大会まであと 10か月を切り、

いよいよ本番モードです。ワイズメンズの力を結集して是非、

地元仙台でのアジア太平洋地域大会を成功させましょう。 

                    （及川浩美） 

【石巻市立大川小学校訪問】 

～小さな命の意味を考える～ 



 

仙台広瀬川 10 月第２例会 

2018年 10月 3日(水)「10月第 2例会」 18:45～20:30 仙台 YMCA 

参加者：阿部・荒木・伊勢・加藤・菅野・佐藤剛・多田・松本 

    加藤メネット・多田メネット 

黙祷 

１． 開会点鐘               加藤 研会長 

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 研会長 

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・チャリティーラン報告 

２． 各実行委員会担当者 ゴルフ 募金 クリスマス 

③クラブ各担当者から会員への提案・報告他  

    ⅰ10月例会について・・仙台ワイズと合同芋煮例会予定 

    ⅱ＜各担当者より＞ ブリテン 巻頭言 本野ウイメン 

    ⅲYMCAから連絡・報告  

     被災地支援サッカー大会について 

６．閉会点鐘               加藤 研会長 

 

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９ヶ月 

編集後記 

10月は多くの方々が仙台ＹＭＣＡを訪れました。アジア太平洋地域

大会の実行委員の皆さん、北東部会に参加されたワイズの皆さん。第

49回全国ＹＭＣＡリーダー研修会参加のユースの皆さん、総主事会議

で訪問された、各ＹＭＣＡの総主事の皆さん、日本ＹＭＣＡ同盟スタ

ッフの皆さん。「ご無沙汰しています！」ＹＭＣＡの皆さんとの再会

はパワーを頂きますね！             （K・A） 

第 49回全国 YMCAリーダー研修会 

 

日 程：２０１８年１０月６日（土）～８日（祝） 

会 場：仙台ＹＭＣＡ立町会館 

山形蔵王温泉ロッジ ZAO ﾄﾞｯｺ沼 

主 催：全国ＹＭＣＡウエルネス事業部担当者会 

主 管：仙台ＹＭＣＡ 

協 力：ワイズメンズクラブ国際協会東日本区・西日本区 

参加者：ユースリーダー64名 引率スタッフ 7名 

    ゲスト 3名 運営スタッフ 17名  総勢 91名 

台風が近づく中、標記研修会が実施されました。被災地を肌で

感じ、ボランティアの意味を考えた３日間でした。多くのワイ

ズ東日本区、西日本区の方々、そして全国のＹＭＣＡの皆さん

に支えられ、無事終える事ができました。心から感謝申し上げ

ます。みつかる。つながる。よくなっていく。ユースボランテ

ィアリーダーたちは確実につながりました。未来への扉を開

け、一歩ずつ進むユースに期待しています。 （荒木啓二） 

 

【岩佐いちご農園訪問・ボランティアワーク体験】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ドッコ沼で絆を深めた仲間たち】 

北海道十勝のおいしい 

じゃがいも・かぼちゃ・たまねぎ 

今年も国際・地域協力募金特別プログラムとして販売を行います。収

益金は東日本大震災被災地支援、タイ農村ワークキャンプへの支援、

などに役立たれます。 

■じゃがいも 10kg ２，２００円■かぼちゃ 10kg ２，８００円 

■３種詰合せ 10kg ２，８００円■お届けサービス ３００円 

（仙台市内はお届けサービスを実施いたします） 

国際・地域協力募金実行委員会  TEL０２２－２２２－７５３３ 

被災地小学生サッカー交流大会 

今年は１０月２０日（土）～２１日（日）で実施されます。被災地か

らは、気仙沼シャークス、鹿折 FC、湊 SSS、閖上 SSSが参加いたしま

す。今年も子どもたち、指導者が繋がる大会になる事を願っています。

ワイズの皆さまも是非応援にかけつけて下さい。お待ちしています。 

                   （支援室：齋藤 勉） 
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