
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          「主題」 

国   際   会   長     Moon  Sang Bong （韓国） 

アジア地域会長     田中 博之 (日本） 

東 日 本 区 理 事   宮内 友弥 （武蔵野多摩） 

北  東  部  長    涌澤 博  （仙台青葉城） 

もりおか クラブ会長    三田 庸平  

   

 

今月の聖句  箴言２８章６節 

 

 

会   長          三 田   庸 平 

副 会 長          長 岡   正 彦 

書    記          濱 塚   有 史 

会    計          大 関   靖 二 

担当主事     浅 沼  慧（しどう） 

     中 村    渉（チャン） 

 

        

 三 田 会 長 巻 頭 挨 拶 

 

盛岡の冬の寒さも和らぎ、少し

ずつ過ごしやすくなってきました。

そして、白鳥も飛び立ち少し寂し

い気持ちです。もりおかクラブの

状況は変わることなく過ごせてい

ることにありがたく思っています。

先日の会長研修会に参加し、２

期目に向けて準備もしていかな 

三田会長          ければなりません。 

今月は YMCA のリーダー達の送別会に参加して参りました。

出会ったらいつかは別れも来るといいますが、寂しいものです。

卒業する皆さん本当におめでとうございます。退職するみなさん

お疲れ様でした。皆さんの活躍をワイズメンズのメンバー一同祈

っております。また同日には岩国みなみクラブの方々・北東部長

の訪問が行われました。わんこそばをしながらの交流会でした。

蕎麦と格闘しながら楽しみながら行えたと思っております。様々

なクラブの方と話をでき刺激をうけたもりおかクラブのメンバー

だと思います。クラブ外との交流も大事に出来たら面白いなと思 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「私達は変えられる」 

「アクション」 

「為せば、成る」 

「チャンス到来、我ら北東部から世界へ」 

「繋がりを大事に、見据える世界の扉」 

副題 「ワイズの明るい未来を見つけましょう！」 

 

 

 

 

         ４月定例会のご案内 

日時  平成３１年４月１３日 （第３土曜日） １８時３０分 

     場所   盛岡北ホテル２F。  会費  ２、０００円   

 

第二例会、４月１９日（第土曜日） １９時より  各自 

       場所   じょ居（駅前通り） 

 

 

いました。クラブ内外どちらも大事にしていけたらと思っておりま

す。 

 

３月定例会の報告 

 平成３１年３月９日（土） 盛岡、北ホテルにて開催、 参加者、、

井上、井上優子、大関、長岡、村上、千葉、濱塚、中村（敬称略）。 

ゲスト、齊藤七彩さん（トラック）、以上９名の参加で開催されまし

た。  

 ３月の例会はこじんまりとしたものでした。３月２３日に DBC 岩

国みなみクラブ様、涌澤北東部長の訪問が予定されており、合

同例会を行うため連絡例会でした。岩国みなみクラブ様、北東部

長の訪問日がリーダーたちの送別会と重なり、これはどうしたも

のかと一瞬悩みましたが、なんのことはない一緒に送別会に参

加して貰えばいいんだと気が付き、一気に問題解決しました。盛

岡の３大メンの一つ、わんこそばを食べるとの事で、その後の歓

迎会で飲食できるか、こちらのほうが心配です。 

少しさびしいお知らせです。村上ウィメンから退会の発言があ

りました。息子さんの入会を期に退会というお話は伺っておりま

した。高齢となり活動に困難をきたすとのお話でした。息子さん

医師です。６月からボストンへの転勤が決まり、家族は離ればな



れになるとのことです。お気持ちを察するとなんとも胸が苦しくな

って来ますが、盛岡 YMCA の職員、武田悠さん（ゴリナ）が下宿

することが決まったそうです。少しでも寂しさが和らぐでしょうか。

楽しく健やかにお暮らしください。 

 今月、誕生日を迎えたのは大関メン、魚住メン、山口メン、及川

メンの４人。例会に出席していたのは大関メン。大関メンのため

にハッピィバースデーを全員で歌いました。「いくつになっても誕

生日は嬉しいものです。」と大関さん。７４歳の誕生日です。おめ

でとうございます。 

 

 DBC岩国みなみクラブ様、北東部長訪問。来盛、 

    そして、盛岡 YMCAリーダー送別会へ 

 ３月２３日、岩国みなみクラブ様、高橋稔彦様（会）長、津川利

博様（交流委員長）、津川圭子様（メネット）、河原義人様（プログ

ラム委員長）、涌澤博様（北東部長、仙台青葉城クラブ）が来盛し

て交流会を開催しました。 

わんこそばのお食事会 

まずは、わんこそばの食事会です。盛岡３大麺の一つわんこ

そばは３００年の伝統を誇る盛岡の名物。一度は食べてみたい

おそばです。お店は老舗の直利庵（ちょくりあん）テーブルに並

んだ薬味の美しさにまず感動。刻み海苔、ネギ、くるみ、お刺身

等と共に、一杯目のおそばが入ったお椀の登場です。開けてび

っくり、「え、これだけ？」そうです、一口分しかおそばがありませ

ん。わんこそばはお客様をおもてなしする究極接待のお食事な

のです。給仕のお姉さま方が、掛け声と共にお椀のなかに次々

とおそばを入れてくれます。何杯も食べられる、そばをいっぱい

食べて貰おうと盛岡人が考えたそばの食べ方なのです。ちなみ

に、全国わんこそば選手権が毎年開催され、優勝者は５分で３０

０杯食べます。こちらは競技ですので、食べ方は下品です。私達

は落ち着いて美味しく頂きましょう。食べたお椀をどんどん重ね

ていくお店もあります。ここ直利庵ではマッチ棒を使い食した数

を数えます。お姉さま型の掛け声に乗ってどんどん食べ進みま

すが、気をつけなければならないのは、気が付けばお腹はパン

パンに膨らみ、「だめ～もう食べられない」となります。ここから

わんこそばの究極のご奉仕が始まります。食事終了のルール

が有り、給仕のお姉さんが居る前で、最後の一杯を食べてから

次のそばを投入される前にお椀に蓋をしなければなりません。

お姉さんは手ぐすねをして待ち構えていますから蓋が間に合い

ません、そばが投入されます。こうして普段食べたことのない量

のおそばを食べてしまいます。ちなみにこのお店では１０杯で、

かけそば１杯の量になるとの事。盛岡人もお客様がこない限り

は、なかなか行けない食事なのです。盛岡に来たときは、一度

お試しください。盛り上がりますよ。 

 

 

 

 

 

 

さぁ、始まりました。              直利庵のお見せの前で 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ３月はお別れのシーズン、村上ウィメンともお別れです。 

 

食事の後は、盛岡の夜景を楽しみ、お土産を買って、７時からの

リーダー送別会に出席です。約２時間時間が経ち、お腹は少し

は落ち着いたでしょうか？お酒は飲めますか？さぁいきましょ

う。 

 盛岡 YMCAリーダー送別会 

 今年、卒業するリーダーは８人、スタッフ２人の１０名です。ご

紹介します。小野寺保乃香（チーズ）さん、菊池望さそり）さん、

伊藤陸（ショッカー）さん、昆由理絵（ゆりぼー）さん、佐藤妃奈

（まんぼう）さん、伊藤穂南（ジョア）さん、渡辺芽生（メカ）さん、高

橋美月（クリオネ）さん以上リーダー。家村知佳（しろくま）さん、

千田汐里（うしわか）さん以上スタッフです。 今年は１０名という

大勢の卒業で、寂しさも倍増です。チーズは２年間リーダー会長

を努め、私達ワイズとの交流も深くなっていました。さそりは、ユ

ース委員会も共に活動していました。ジョアはいつも困った顔を

していて心配の種。ゆりぼうは４年で美しくなりました。焼きそば

販売で力を貸してくれましたありがとね。ショッカー、今回唯一の

男性リーダー先輩からさんざんいじられまくっていました。メカの

優しい瞳にいつも癒やされていました。泳ぎが上手いクリオネ、

水泳教室でお世話になりました。焼きそばに感激のマンボウ美

味しかったかい。え、しろくまも辞めるの？、でもいつでも戻って

おいで、門は開いているよ。うしわか、短かったけど子どもたちと

関わる笑顔が素敵でした。 

 毎年ながら、編み上げた絆の太さをこの送別会で感じられます。

時期が来ればお別れ、わかっていても寂しい。でも、新しい世界

での君たちの活躍を期待して送りだします。社会人として頑張っ

て行こう。 

 

 

 

 

 

     卒業生８人のリーダー達、ん、なぜそこに大関さんが居る～ 

お土産でもらった獺祭をいただきご機嫌の大関さん。少し飲み過

ぎたみたいだ今晩も良いお酒ですね。あなたの天真爛漫な酔い

姿は皆をほっこりさせます。しんみりしたお別れの言葉も、こころ

に残る笑いのメッセージに変わりました。 

 高瀬さん、盛岡の夜はいかがだったでしょうか？盛岡 YMCA と

もりおかワイズの関わりをお見せできたことをうれしく思います。

私はワイズとリーダーの関係性では日本一のクラブだと自負し

ております。 



  

 

 

 

 

 

   お酒美味しいね、大関さん。                      涌澤北東部長 

 

 

 

 

 

 

 

全員集合、これでお別れ？、いえいえ二次会へレッツゴー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あまちゃんから、恋し浜まで、リアス線全線開通！ 

 ちょうど１年前、北リアス線と南リアス線を接続する、JR東日本

山田線の宮古から釜石までの線路を復

旧し、リアス線に譲渡してリアス線が久

慈から、大船渡盛まで１６３Km全線開通

しますとお伝えいたしました。そして２３

日、リアス線は全線開通いたしました。 

JR 東日本は赤字の山田線の復旧工事

に難色を示し、BRT バスでの復旧を目

指しました。しかし南北リアス線は震災５

日後から再開できる区間の運行を再会、

無料で乗車できる企画で地域密着をア

ピールしました。その後の懸命な復旧作

業を続け、２０１４年には南北リアス線が

元通り復旧しました。宮古市。山田町、

大槌町、釜石市は BRT を拒否、鉄道の

再開を JR 東日本に要求。JR も地元の

熱意に負けて。本科的な鉄道復旧に乗

り出しました。しかし運営は、リアス線に 

 

 

 

 

 

 

高瀬さんともりおかワイズ       お店の外、季節のわりに寒いです。 

 

一夜明けて、平泉中尊寺観光 

 井上メンと古澤メンの案内で、世界遺産中尊寺と毛越寺を見物

しました。金色の中尊寺はいかがでしたか。当時の黄金文化を

垣間見えたでしょうか。これは、私達岩手県民の誇りです。また

おいで下さい、私たちも岩国へいつの日かまた訪問いたします。

また飲みましょう。お元気で。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

任せると、あっさり経営から撤退、リアス鉄道に宮古―釜石間を

譲渡しました。今回の JRの対応は、復旧工事まではしますが

経営はしませんという大企業ならではの考え方

だと感じました。それならば、花巻―釜石間の

釜石線、盛岡―宮古間の山田線も全部含めて

リアス線に譲渡すればよかったと思うのは私だ

けでしょうか。まずはともあれ、リアス線全線開

通をお祝いいたします。 

 あまちゃんから恋し浜まで、三陸鉄道ロマンス

ラインのスタートです。人口減の中、利用促進

は大変だとは思います。企画と観光で旅行者を

いかに呼び込むかが鍵となりそうです。特に冬

場の観光客をいかに集めるか、岩手県全体とし

ての課題があります。赤字を自治体に負担させ

てはいけません、自力で黒字経営をしていきま

しょう。 東日本大震災や、福島の原発問題に

比べれば、たいしたことはありません、岩手県

の心意気を全国に示しましょう、うにやホタテは

私達の宝物です、美味しくいただきましょう。 

もりおかクラブの状況報告 
   

   
     

3月の出席率 12/14 85 % ゲスト 1名 
 

ビジター5名 メネット 2名 
    

メーキャップ 4 名 
   

3月切手         0 ｇ 累計   333 ｇ 

3月のにこにこ   19,000 円 累計 
 

円 3月プルタブ         0 ｇ 累計 22,350 ｇ 

3月   石鹸        0 円 累計      3,610 円 りんご 0 円 累計 17,010 円 

3月    献金        0 円 
 

          
 

ファンド合計     17,010 円 
 

   
 

会費の納入をお願いいたします。岩手銀行 松園支店（店番号 ０８２）普通口座 ２１４５６７４ 

もりおかワイズメンズクラブ   会計 大関  靖二 

３月のハッピーバースディ  ３／１３ 大関メン ３／２２ 魚住メン、３／２４ 山口メン、３／２８ 及川メン  

お誕生日おめでとうございます。  

 



       動き出した大沢川原！ 

 大沢川原の再開発に反対して、立ち退きを拒否していた塩釜

馬具店と坂本製作所が、いよいよ立ち退きに応じて旧店舗が解

体されました。塩釜馬具店は奥に新築して新しい店になり、坂本

製作所は引っ越しました。これにより、とどこうっていた道路の拡

張工事が始まっています。全く無駄な税金をつかったものです。

市街地の再開発は、自治体と住民のコンセンサスが大事で、そ

れができないうちに工事着手などすれば、この大沢川原のよう

になってしまうのは目に見えていたはずです。なにはともあれ大

沢川原の道路が完成するのを待ちましょう。出来上がった歩道

の先は、砂利道で歩くにも一苦労、拡幅が終わった車道は、車

道制限のフェンスが並び、何をしたいのかもわからない状態で

す。これもあと少し、快適な道路になると思います。ノスタルジア

が好きな長岡は、また盛岡の懐かしい町並みが消えてしまい、

残念な気持ちの今日この頃です。 

 

 編集後記 

 「今年の春はいつもの春となんだか少し違う。」井上陽水の歌

の一節です。雪が劇的に少なく、快適な冬を過ごしましたが、雪

が早く消えたのに、福寿草も咲かない、スイセンも芽を出さない。

やっと福寿草が咲いたと思ったら、花の上の雪が積もり、花は寒

そうです。私たちも１９℃の気温を体験したあとの６℃は寒く感じ

ます。桜は早く咲くとの予想ですが、あんまりいつもの年と変わ

らないような気がします。 

 

 

 

 

 

 

    福寿草が可愛そうです。           スイセンの目は凍えないようです。 

 

 リーダー送別会写真館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大いに笑い、泣き、喜び、お礼をして、卒業生は旅経ちます。 

 送る側の下級生のリーダー達、これからの盛岡YMCAをよろし

くお願いしますね。 

 

 

 

 

  

 

    塩釜馬具店の跡地              坂本製作所の跡地 

                       軽自動車が対抗出来ない 

ほど狭かった大沢川原は２ 

車線の車道と、広い歩道が 

整備されようとしています。 

この先には中津川があり。 

擬宝珠の下の橋があります 

塩釜馬具店の新店舗            この道路をどこに繋ごうとし 

ているのか意味がわかりません。 

                       

 愛すべきは、我がもりおかクラブの２枚看板、井上さんと大関

さんです。このお二人はとにかく楽しい、大関メンはお酒が入る

と人が変わったように陽気になります。お酒が入ると本性が出る

といいますが、大関さんの本性は「明るい少年」ですね。体の事

が心配ですので飲み過ぎには注意してもらいたいのですが、こ

んなお酒なら、多少飲みすぎてもいいかなって思います。７４歳

を過ぎて、女子大生と楽しく過ごす時間が持ててよかったですよ

ね。 

 

 

 

 

 

 

                ドライフラワーのような紫陽花の上に雪 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 長岡は、運転手として子どもたちの送迎をがんばります。いろ

んな場面でみんなとの関わりが増えてきます、優しく接して下さ

い。                  それでは、また来月 長岡 


