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3月第 1例会報告 

在籍者 17名 出席者 10名 メイキャップ  2名 出席率 71％ 

メネット 2名 ゲスト・ビジター  0名 ニコニコ  9,000円 

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 4 月号ブリテン 通算第 95号 2019.4.17 

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！」 

 

                 今月の聖句                菅野 健 

  「武力によらず、権力によらず、ただわが霊によって、と万軍の主は言われる。」 

ゼカリア書 ４章６節 

                        

 

「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～ 

  

「○のトリセツを読んで」 

 「○のトリセツ」が書籍売上で上位を占めているとのことで手に取って見ました。 

○○といくら話し合っても平行線でついには、○○喧嘩に発展してしまう時の問題解決法など、 

○の不機嫌や怒りの理由を脳科学の立場を前提に○の取り扱いについての取扱説明書となっていま

す。いい○とは、「完璧ではなく、おおむね優しくて頼りがいがあるが、時には失敗をして、○を逆上

させる男」のようです。そんな男になりたいとこの解説書を読み思いました。 

※これはあくまでも個人の感想です。興味のある方は、ご一読を！ 

佐藤 剛 

（○には何が入るのでしょうか？） 

 

【費用納入のお知らせ】 

今年度も残りわずかです。費用の納入が済んでいない方は、松本会計までお願いします！！ 

笑顔で

一言 

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


日 程 2019年 3月 20日（水） 18時 45分～20時 30分 

会 場 仙台ＹＭＣＡ会館 ２０３教室 

参加者 阿部、荒木、伊勢、及川、加藤、門脇、菅野、多田、高篠、松本、 

加藤メネット、多田メネット 

【まだ８年！ されど８目！ 広瀬川交流会】 

 ３月の例会は使いすて切手を切りながら、「向上例会～交流会～」実施しました。加藤会長の挨拶の後、美味しいお弁

当を頂きながら、向上例会が始まりました。手には箸を持ち、食後はハサミを持ち、耳は仲間のトークに集中し・・・・。 

「東京オリンピックは・・・・」「何でも電子化が進む世の中・・・」「地球温暖化・・・」「平成も終わりか・・・・」 

各メン、ウイメン、メネットさんから近況や、最近考えていることなどが語られました。またそれを受けて質問をする

など、仲間の事を深く理解する機会を持つ事ができました。発足して８年、「古い付き合いだ」と思っていても、まだま

だ相互理解が足りないようですね。 

 アジア大会の運営お手伝いの詳細に多少の不安を抱きつつ、伊勢副会長の言葉で締めくくりました。最後は加藤会長

の閉会点鐘で散会となりました。これからも仙台広瀬川ワイズメンズクラブ！！向上して行きます。 

 

【及川メン・伊勢メンも作業中】      【右に弁当・左に切手】       【メネットさんにも感謝感謝】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

【国際地域協力募金】 

2018年度も多くの皆さまからご支援を頂きました。仙台広瀬川ワイ

ズメンズクラブも街頭募金活動など積極的に参加できた１年でした。

皆様から寄せられた募金は２，３０６，３２５円となりました。 

 

世界の子どもたちへの 

支援に繋がる事を 

祈っています 

【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１ヶ月！！ 
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４月 ３日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ４月第 2 例会 
４月１５日（月） 第１回ＹＭＣＡバザー実行委員会 
４月１７日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ４月第 1 例会 
４月２０日（土） 第３回北東部評議会（仙台） 
４月２０日（土） 東日本地区役員研修会 東京ＹＭＣＡ 
５月 ８日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ５月第 2 例会 
５月２２日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ５月第 1 例会 

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３ヶ月！！ 

【仙台広瀬川ワイズメンズクラブ４月第 2例会報告】 

 

2019年 4月 3日(水) 「4月第 2例会」 18:45～20:10仙台 YMCA 

参加者：阿部・荒木・及川・加藤・門脇・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 事通信の確認 

②  会長報告 

◆宇都宮ﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ４０周年について 

◆北東部評議会について 

◆東日本区大会について 

◆アジア太平洋地域大会について 

③クラブ各担当者から会員への提案・報告他 

＜例会関係＞ 

4月第 1例会は「お花見例会」ＹＭＣＡ会館３Fで実施 

第一部はアジア大会の共通理解 

仙台青葉城ワイズより加藤重雄メンを招待 

第二部は「お花見例会」 

企画 阿部メン  司会 荒木啓二 

 

＜各担当より＞ 

・バザー委員会 ４月１５日（月）１９時～ 

 

＜YMCAから連絡・報告＞ 

専門学校、幼稚園、保育園、2019年度も無事スタートしました 

 

６．閉会挨拶 及川直前会長 

７．閉会点鐘 加藤会長 

（荒木啓二） 
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編集後記 

 各地域、桜はいかがでしたか？仙台ではお花見シーズンのピーク

を過ぎ、北へと向かって行きました。アジア大会の準備も進んでい

ることと思います。仙台ＹＭＣＡでは 

入学式、入園式を無事終え、 

新年度がスタートしたようです。【K・A】 

【エプロンシアター寄贈報告】 

この度、広瀬川ワイズメネット会の皆様から加茂保育園へエプロン

シアターを寄贈いただきありがとうございました。 

 「ねんねんころりん」という動物たちが布団に入り寝に入るという

お話で、保育園ではお昼寝に入る前の子どもたちにはぴったりのお話

しです。エプロンの柔らかい風合いと 

可愛い動物たちの表情が愛らしく 

手作りのよさが伝わり子どもたちも 

保育士もほっこりいたします。 

一針一針丁寧に作成いただき 

ありがとうございます。 

ぜひまた加茂保育園へ遊びにいらしてください 。（高橋 光子） 

【仙台ＹＭＣＡバザー開催】 

 

６月９日（日）仙台ＹＭＣＡバザーが開催されます。仙台広瀬川ワ

イズメンズクラブからも松本ウイメン、加藤メネット、多田メネット

が実行委員会に参加し、バザーを盛り上げて行きます。物品寄贈のお

願いも随時行っております。 

 

2018年度 

バザーより 

 

広瀬川の 

団結力 

発揮します 


