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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 2 月号ブリテン 通算第 93号 2019.2.20 

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 

「恐れてはならない。わたしはあなたと共にいる。わたしはあなたを祝福する。」 

                                   創世記 ２６章２４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～ 

【日帰り温泉】 

  

ゆっくり温泉に浸かりたい！…でも、暇もお金もないので、もっぱら日帰り温泉を利用している私です。 

最近訪問したのは蔵王町の鎌倉温泉。せっかく 950 年の歴史ある一軒宿なので、妻に「鎌倉権五郎景政」

の話をしながら旧羽前街道経由で宿に向かいます。途中の四方峠は所々路面凍結と強風で荒れた感じでし

たが、無事に越えることが出来ました。やっと到着した温泉宿は他に誰もお客さんがいなくてお風呂は貸

しきり状態！最高です。いいお湯でした。 

こんな近くにこんないい温泉があるなんて意外でした。 

羽前街道の歴史にも触れられた貴重な一日になりました。 

清水川 洋 
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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 

ゲストの皆さん、仙台４ワイズ、未来を語りました。笑顔を分け合いました。アジア大会の成功を神様と共に祈ります 

【合同例会：写真集】 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1月第 1例会報告 

在籍者 17名 出席者 8名 メイキャップ  2名 出席率 59％ 

メネット 1名 ゲスト・ビジター  0名 ニコニコ  10,000円 

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２７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 
３月 ６日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第 2例会 
３月１０日（日） 東日本大震災追悼礼拝 立町会館 14時 30分 
３月１０日（日） ボランティア感謝会 16時 30分 ﾎﾃﾙ JAL ｼﾃｨ仙台 
３月１５日（金） 国際地域協力募金実行員会 立町会館 19時 
３月２０日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第 1例会 
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清水メン 涌澤メン 

      菅野メン 

 

 

広瀬川会長 
加藤メン 
 
青葉城 
井上メン 
 
熱い会話は 
続きました 

青葉城担当 伊藤さん  石巻担当 黒田さん 

       仙台 中川会長 

 

 

仙台ワイズメンズクラブ 

  永井メン 佐々木ウイメン 

 

 

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） 

 

松本、田中ウイメン 
      伊勢メン 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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５ヶ月！！ 

【仙台広瀬川ワイズメンズクラブ 2月第 2例会報告】 

 

2019年 2月 6日(水) 「2月第 2例会」 18:45～20:10仙台 YMCA 

参加者：阿部・荒木・伊勢・及川・加藤・門脇・菅野・多田・松本 

    多田メネット・加藤メネット 

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) 

◆東日本区・北東部・川越倶楽部化のお願いと案内 

◆アジア大会「被災地バスツアー添乗についてのお願い」 

③ クラブ各担当者から会員への提案・報告他 

＜例会関係＞ 

2月第１例会はメネット会、エプロンシアターの実演 

2月 20日（水）から 27日（水）に変更する 

＜各担当より＞ 

ブリテン原稿依頼・募金委員会報告 

ⅲ．＜YMCAから連絡・報告＞ 

東日本大震災追悼礼拝、ボランティア感謝会 3月 10日実施 

６．閉会挨拶 伊勢副会長 

７．閉会点鐘 加藤会長 

（多田 修） 
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【ピンクシャツデーへの取り組み】 

  

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（２７日実施）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。 

 

この Tシャツ姿は 

３月号の 

ブリテンで 

掲載させて 

いただきます 

 

 

編集後記 

 今年もピンクシャツデーがやって来ます。仙台広瀬川ワイズメン

ズクラブが先頭に立ち、推進して行きたいと思います。しかし、他

者の個性を認め、思いやりのある行動は普段から大切なことなので

す。何歳になっても、どんな状況下においても、思いやりの精神は

永遠でなくてはいけません。毎日がピンクシャツデーです。 

【K・A】 
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【２０１８年度仙台 YMCA全体研修会】 

 

２月１１日（祝）仙台 YMCA全体職員研修会が行われました。仙台

広瀬川ワイズメンズクラブからは加藤会長、伊勢メン、菅野メンが

参加し、職員と共に学びの時間を過ごす事が出来ました。 

各研修会の報告、全国 YMCAで行っている事業部の仕組み、村井総主

事からのメッセージなど、新たな発見もあったのではないでしょう

か。私たちのワイズの活動を更に活性化させる機会となりました。 

 

【つなごう 平和の 道しるべ】 

ワイズメンズクラブ国際協会  第２２回東日本区大会 

 

日時：2019年 6月 1日（土）～2日（日） 

会場：国立オリンピック記念青少年総合センター 

ホストクラブ：東京サンライズクラブ 

協力クラブ：あずさ部各クラブ 

      あと３ヶ月！！ 


