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巻  頭  言 

多田 修 

年の瀬 

 

 11月は比較的温暖な日が続き、今年の冬は暖冬傾向との予報もありましたが、12月に入

り、1日はＹＭＣＡクリスマス、ニュースを見れば仙台では初雪の観測、定禅寺通りのペー

ジェント試験点灯、そして朝晩の空気の冷たさ。一気に年の瀬を感じることが多くなりま

した。忘年会等々、慌ただしい時期に入りましたが、穏やかな気持ちでクリスマスそして

年末年始を迎えたいと思います。 

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 

   2019 年 1 月号ブリテン 通算第 92号 2019.1.21 

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！」 

 

                 今月の聖句                菅野 健 

「すべてを主イエスの名によって行い、イエスによって、父である神に感謝しなさい。」 

                        コロサイの信徒への手紙 ３章１７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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【巻頭言】 

＜出来る時に・出来る事を＞ 

 

この一年、ご無沙汰しておりましたが元気に働いております。例会欠席ばかりで、すっかり皆様にお世

話になりっぱなしですが、今年のバザー当日にはいつもの通りお手伝い（お邪魔）に参加します。今年は

何をしましょう？事前準備、出席せずにできる用事ならできそうです。ワイズメンズクラブでは「出来る

ときに・出来ることを」していきたいものだと思っております。ちょっと頑張りますのでよろしくお願い

します。 

高篠伸子 

mailto:otada@mail.tohoku-gakuin.ac.jp


                

 

 

日 時: １２月１９日（水）１９時～２１時    

場 所: 仙台スマイルホテル 3F  シェルブール仙台店 

参 加：阿部、荒木、伊勢、及川、門脇、加藤、菅野、多田、本野、松本、村井、 

及川メネット、加藤メネット、多田メネット                         

昨年、12月 1日にご逝去された吉田俊一さん。もう１年が過ぎてしまいました。故吉田俊一さんに、ク

ラブ員一同お祈り捧げます。吉田さんは天国で笑顔で過ごしているはずです。 

今年も恒例のクリスマス例会が実施されました。神様に心から感謝致します。いつでも明るくクラブを

引っ張って下さる加藤会長の開会点鐘で例会がスタートしました。貸切のスペースは周囲を気にする必要

もなく、和気あいあいの中、例会が進みました。加藤メネット、及川メネット、多田メネットにも参加頂

き感謝致します。諸報告を聞きながら、お酒のペースも上がって行きます。各メンから「今年の振り返り、

来年への抱負」が伝えられました。終始笑顔の例会となりました。宴もたけなわになった頃、仙台広瀬川

ワイズメンズクラブ恒例の年末オークションのスタートです。個人で持ち寄った品物を「１，０００円」

「１，５００円」と値を上げ落札して行きます。物品の横顔は、お酒類、お餅、小物グッズ、衣類などな

ど。今年の目玉も伊勢メンの絵画です。今年も高値での落札となりました。年末の忙しい時期ではありま

したが、クラブ会員と共に一年間共に歩めた歓びを分かち合いながら、有意義な時間を過ごすことができ

ました。落札したお金は仙台広瀬川ワイズメンズクラブの運営費用として大切につかわれます。 

    （荒木啓二） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月第 1例会報告 

在籍者 17名 出席者 11名 メイキャップ  2名 出席率 76％ 

メネット 3名 ゲスト・ビジター  0名 ニコニコ 51,900 円（ｵｰｸｼｮﾝ収入） 

１月 ９日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第 2例会 

１月１３日（日） ４クラブ合同新年例会  
１月２２日（火） 国際地域協力募金実行委員会 １９時～ 
２月 ６日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第 2例会 
２月１１日（祝） 仙台 YMCA 職員研修会 
２月２０日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第 1例会 
２月２７日（水） ピンクシャツデー 
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【仙台広瀬川ワイズメンズクラブ 1月第 2例会報告】 

 

2019年 1月 9日(水) 「1月第 2例会」 18:45～20:00仙台 YMCA 

参加者：阿部・荒木・伊勢・加藤・門脇・菅野・佐藤剛・松本 

    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) 

ⅰ 委嘱状式・街頭募金・クリスマス例会・共済会クリスマス 

次期クラブ会長選出・・・・門脇メンに依頼 

③ クラブ各担当者から会員への提案・報告他 

ⅰ．＜例会関係＞ 

１月４クラブ合同例会 13日（日）DUCCA仙台駅前店 16:30～ 

２月第１例会はメネット会、エプロンシアターの実演予定 

ⅱ．＜各担当より＞ 

ブリテン原稿依頼・各実行委員会報告・CS関係 

ⅲ．＜YMCAから連絡・報告＞ 

６．閉会挨拶 伊勢副会長 

７．閉会点鐘 加藤会長 

（荒木啓二） 
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ピンクシャツデーへの取り組み 

 2007年カナダの二人の学生から瞬く間に世界に広がった世

界的いじめ反対運動。 ピンクのシャツを着て登校した少年が

「ゲイ」だといじめられた。 それを見た二人の学生がピンク

のシャツを友人・知人に配り翌日登校した。 学校では、呼び

掛けに賛同した多数の生徒がピンクのＴシャツを着て登校。 

学校中がピンク色に染まり、いじめが自然となくなった。 そ

のエピソードが SNS等で世界中に広まり現在では 70ヵ国以上

の国で活動が行われている。 

毎年 2 月の第 4 水曜日に全国ＹＭＣＡで「いじめのない世

界をめざす」ピンクシャツデーが、2 月 27 日（水）に全国で

取り組みが推進されます。それに向けて東西ワイズメンズク

ラブ・全国ＹＭＣＡ共通のピンクシャツが作成されました。 

 仙台広瀬川ワイズメンズクラブではメンバー全員が購入

し、ピンクシャツデーのアピール行います。２月の第１例会

では全員がピンクシャツを身に着ける予定です。 

 みんな違って良いのですよ・・・。相手の良い所たくさん

見つけましょうね・・・。君は君のままで良いのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【募金の心 佐藤剛メンの心】 

一年を通して、募金箱に小銭貯めて 

国際地域協力募金に協力をしています 

この活動が拡がれば、多くの支援金を 

得る事ができると思っています 

国際地域協力募金・街頭募金活動 

１２月２３日（祝）、仙台市内において２回目の街頭募金が実施

されました。皆さまから寄せられました募金額は 145,579 円でし

た。心から感謝申し上げます。 

１１月２３日は 95,889 円でした。今年度の街頭募金の合計は

241,468円でした。仙台広瀬川ワイズメンズクラブも協力をさせて

頂きました。一人でも多くの子どもたち、世界の仲間たちに届くこ

とを強く望んでおります            （荒木啓二） 

 

エプロンシアター南大野田保育園寄贈  ～メネット会活動～ 

１２月１４日（金）１２月生まれの誕生会がありました。 

メネットさんが子どもたちに 

「三匹のこぶた」のエプロンシアター 

をプレゼントしてくれました。 

誕生会後に早速、２歳児ぶどう組で 

お披露目しました。 

２月第１例会で披露させて頂きます。       （布宮圭子） 
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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 

         あと半年！！ 

編集後記 

 仙台は冬本番です。寒さが厳しい毎日です。２月に向けてまだま

だ冷え込みが増して行くことでしょう。新年を迎えて各ワイズのブ

リテンを拝見させて頂きました。各ワイズ、個性があり勢いと愛を

感じます。アジア大会まで半年です。多くのアジアの仲間に出会え

る事、愛を感じあえる事を楽しみに進みます。 

【K・A】 

絵画の展示を企画パート３ 

 

絵画の巡回パート３は南大野田保育園からです。 

１１月から南大野田保育園のホールに水墨画が飾られました。 

普段見ることの少ない「大きな絵」に子どもたちは、ビックリ！！ 

「なぁ～に？」「すごいね～」 

展示の少し前に太白山の登頂に成功した年長ひかり組の子どもたちは「太白山でしょ！」「きっと太白山だよね！！」「ぼくたち

登ったからだよね。」「おおっきい～」と歓声を上げていました。２歳児ぶどう組は、お昼の時は、絵の前の特等席です。 

シロとクロの世界、浮かび上がる山に圧倒されている子どもたちでした。                   （布宮圭子） 

「太白山」水墨画  作者 丹野蒼仙さん 
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【新年４クラブ合同１月例会報告】 

日 程 2019年 1月 13日（日） 16時 30分～18時 30分 

会 場 DUCCA 仙台駅前店 

ゲスト 山田敏明さん（次期東日本区理事） 大久保知宏さん（地域奉仕事業主任） 

    井上修三さん、三田庸平さん（もりおかワイズ） 

    千葉直美さん（石巻広域ワイズ入会予定） 

参加者 阿部、荒木、伊勢、加藤、門脇、菅野、松本、村井、加藤メネット 

    仙台ワイズ１０名  仙台青葉城ワイズ８名  石巻広域ワイズ６名 

 

                      和やかな雰囲気の中、石巻広域ワイズ日野メンの開会点鐘で例会がスタートしました。 

ホスト仙台クラブ中川会長、山田次期東日本区理事の挨拶のあと、会食・懇談へ。 

４ワイズ、ゲストが終始笑顔で再会を楽しみながら進みました。 

「アジア太平洋地域大会」の話題になると、「皆で成功させましょう！！」と 

一致団結の姿が伝わって来ます。７月に向け、準備期間はラスト半年です。 

仙台の地で多くのワイズメンが感動を持って帰って頂きたいと思います。 

仙台クラブ、横倉メンのゲーム大会で盛り上がりは最高潮です。 

ホストを担って頂いた仙台ワイズの皆さんに心から感謝致します。 

最後は我がクラブ加藤会長の挨拶で例会は終了となりました。 

「ワイズの活動は目には見えない若者の豊かさに出会える素敵な場所」 

加藤会長の言葉が心に染みた新年例会となりました。（荒木啓二） 

伊勢メンの思いが、多くの子どもたちに夢を与

えています。今回の企画が子どもたちの豊かな

成長に繋がりますように。 

菅野メン 

ﾜｲｽﾞｿﾝｸﾞ

の伴奏は

お任せ！ 

【新年例会の幹事】 

仙台ﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 

横倉ﾒﾝ、鈴木担当主事 

感謝致します 


