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5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  1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 6 月号ブリテン 通算第 96号 2019.6.17 

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 

  あなたがたに耳を傾ける者は、私に耳を傾け、あなたがたを拒む者は、私を拒むのである。 

ルカによる福音書 １０章１６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～ 

     「猫好き」 

私は幼い頃から猫好きで猫と仲良くなる才能はありました。以前私は子供たちが拾って来た雑種のミケ猫

を「ミナミ」と名付けて 17年間飼った事がありました。もともと猫好きだったので、直ぐに子供たちより私

に慣れて足元に来ては、構って構ってとゴロゴロと纏わりついたり、寝る時は一緒の布団で寝たりしました。

気まぐれで、時にはそっぽを向いたりしても、外出から帰って来ると玄関でお迎えに来てくれるとっても可

愛い「ミナミ」でした。人は心の何処かで猫になって自由気ままに生き、自由に歩き回りたいと思っている

のが、今猫ブームなのではないのでしょうか。本当に猫は自由ですよね。そのたくましさに惹かれます。猫

を見つけたら「何しているの？」とか「一緒に遊ぼう」など声をかけてしまいます。 

私も猫のように病気になっても、歳をとってもジタバタせず自然体で今を生きたいと思う今日この頃です。  

松本京子 

 

【バザー楽しかったですね】 

仙台広瀬川ワイズメンズクラブ一丸となりバザーに協力をさせて頂きました！！ 

笑顔で一言

ﾊﾟｰﾄ 3 
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6 月・7 月予定 

５月第１例会 タイ農村ワークキャンプから学ぶ 

日 時：2019年 5月 22日（水）18時 45分～20 時 30 分 
会 場：仙台ＹＭＣＡ会館 3階サービス実習室 
参加者：阿部、荒木、及川、加藤、門脇、菅野、 

佐藤善、佐藤剛、多田、松本、 
加藤メネット、多田メネット 

ゲスト：学校法人仙台 YMCA 学園 校長 加藤雄一さん 
 
今月の例会企画は「タイワークキャンプあれこれ」と題してタイ農村ワークキャンプに参加され
た加藤校長に講演をしていただきました。今年のタイワークキャンプには 4 名が参加して、現地
で経験した事、感じたこと、そして、バンコク YMCAと仙台 YMCA交流の歩みなどについて話をし
ていただきました。  
 1980 年に手作りで始めた自動車整備等のボランティア活動が現在のタイワークキャンプへと
繋がっているとのことでした。タイ王国ピサヌローク県ポンパ村の農業開発センターの運動場設
備・遊具設置活動から始まり、その後、1992 年にバンコク YMCAとパートナーシップが締結され、
同パヤオセンターを拠点として各地の公共建物や設備の整備事業に 30 年以上従事してきました。
このボランティア活動は YMCA スタッフや学生ボランティアを中心とした若い人たちが支援先の
人たちと一緒に作業をすることで出会いや交流を深め、貴重な体験と学びの場となっています。
私達もタイワークキャンプの実情を理解し、これからも続けられるよう支援して行きたいと思い
ます。 
〖仙台 YMCA のボランティアスプリットを学びましょう！〗 
 
 
【報告事項】 
◇宇都宮クラブ 40 周年記念例会参加報告 
◇アジア大会の成功に向けてクラブの役割分担の説明 
◇（仮）YMCA長町保育園園舎建設の起工式 

が 5月 24日に開催（開園予定は 2020 年 4月 1日） 
◇７/20の金沢クラブとの交流会は中止となります   
◇６/９（日）仙台 YMCA バザー開催 
 

（門脇秀知） 

  

 

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 

６月１０日（月） 第１回チャリティゴルフ実行委員会 
６月１４日（金） 第１回チャリティーラン実行委員会 
６月１９日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ６月第 1 例会 
６月２９日（土） ＹＭＣＡ大会 
７月１０日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ７月第２例会 
７月１２日（金） ユースリーダー夏季委嘱状授与式 
７月１９日（金）～２１日（日） アジア太平洋地域大会 
７月２４日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ７月第１例会（総会） 
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【宇都宮クラブ 40周年記念式典他】 

 

(広瀬川クラブ 加藤・門脇・松本・村井) 

日時：5月 18日(土)14:45～15:35  

場所：宇都宮美術館  全参加者：95名 

大自然に囲まれた美術館での式典は心に響く思い出深いも

のでした。40 年前 32 名で設立が現在も変わらずの 32 名。し

かも 3 名のチャーターメンバー、船津メン・十河メン・上野

メンが元気に活動されていることに驚かされました。さらに

現在栃木県内にある足利の諏訪メン・那須の原田メン・田村 

メンは宇都宮チャーターメンバーでかつ新クラブを生み出し

た中心人物。ワイズ活動とＹＭＣＡ運動を地域に拡げるため

の惜しみない活動を現在まで行っています。記念落語会で高

座に座った、立川晴の輔師匠は、青木メンの東京農大落研の

後輩で 15年も前から毎年新年例会で一席披露してきたとのこ

と。笑える「番町皿屋敷」は「イヨッ真打！」の一言でした。

祝賀会は美味しいビールとお料理プラス音楽ユニット

「ATOMICS」の軽快な生演奏で踊り出すカップルもあるほど盛

り上がりました。式典・落語会・祝会を通じて宇都宮クラブ

の財産は「人」に尽きると教えて頂きました。有難うござい

ました。 

（加藤 研） 

【第 22回東日本区大会】 

 

(広瀬川クラブ 加藤・菅野) 

日時：6月１～2日(土・日)  

会場：代々木オリンピック記念センター 

明治神宮の森に寄り添う施設は、かつての作並研修センタ

ーを僅かに彷彿させます。400名余りの皆さんが参加しまし

た。1日の午前には年次代議員会の他メネットアワー等が行

われ午後からは「チームトワルアイ」による歓迎バトント

ワーリングで開会となり、恒例のバナーセレモニー、開会

点鐘、祈祷と進みメモリアルアワーでは感謝と祈りを捧げ

ました。休憩を挟み理事・代議員年次報告・各部長報告が

あり、我が涌澤北東部長は軽妙な語り口で各クラブの活動

を報告しました。今年度の「奈良傳賞」に甲府クラブ大澤

英二ワイズと北東部の宇都宮クラブ十河弘ワイズが表彰さ

れました。記念講演は「もうひとつのヒロシマ、灯篭流し」

と題してオバマ前大統領広島訪問の際、抱擁を交わした歴

史研究家森重昭さんをお招きし、原爆の犠牲となったアメ

リカ兵の遺族との交流フィルムを鑑賞後、お話を聞きまし

た。国と国の間に起きた戦争の悲劇を人間はどう乗り越え

るか、森さんの「原爆犠牲者に国境はない」の信念に深く

「平和」を考させられた貴重な時間でした。続く晩餐会で

は美味しいお酒とお料理に舌鼓を打ちながらワイズの話を

酔いに任せ花を咲かせました。翌日は日曜礼拝に始まり、

石巻クラブ清水弘一ワイズによる震災報告、各事業主任報

告後の事業表彰では広瀬川クラブもいくつかの部門で表彰

されました。（残念ながら優秀賞は逃しました。）続いて理

事引き継ぎ式のセレモニーが行われ YMCA の歌の大合唱の

後、無事閉会となりました。次回第 23 回東日本区大会は

2020年 6月 6日（土）北海道十勝の国・ホテル日航ノース

ランド帯広で開催されます。 

（加藤 研）                    

【第 25 回インターナショナル・チャリティラン 2019】 

 

日 程 2019 年 9 月 23 日（祝） 

場 所 東北学院大学 泉キャンパス特設コース 

 

今年もワイズ、YMCA が共働し、 

多くの方々への支援に繋がる 

よう取り組みます 

【第 22 回仙台 YMCA チャリティゴルフ】 

 

日 程 ２０１９年１０月１７日（木） 

会 場 泉国際ゴルフ倶楽部 

東日本区ワイズのみなさま、西日本区ワイズみなさま  今年もご参加をお待ちしています 

（ゴルフ担当職員 山野克俊） 



 

 

 

 

 

 

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 

         まったなし１ヶ月！！ 

【仙台広瀬川ワイズメンズクラブ６月第 2例会報告】 

 

日 時：2019年 6月 5日（水）18:45～20:15  

場 所：仙台 YMCA 203教室 

参加者：阿部、荒木、伊勢、及川、加藤、加藤メネット、門脇、 

菅野、佐藤（健）、多田、多田メネット、松本、村井 

 

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・部や他クラブの連絡確認） 

Ⅰ東日本区・北東部から 

・第 22回東日本区大会報告  

・アジア大会関係 ほか 

③ クラブ担当者から会員への提案・報告他 

Ⅰ＜例会関係＞  

6月 19日第１例会：アジア大会打ち合わせ他 

Ⅱ＜各担当者より＞  

・バザー実行委員会 

・７月例会予定（10日：アジア大会打ち合わせ、会長交代、 

感謝会、24日：総会）       

・ブリテン原稿依頼 

ⅢYMCA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 

（多田 修） 

編集後記 

 

 ３年間の任期を終えようとしています。支えて頂いた多くの皆さま

に感謝致します。任期はさておきアジア太平洋地域大会です。ラスト

１ヶ月です。まった無しの段階に入って来ました。神様に守られ、参

加された皆様が笑顔で安全に過ごせる大会になりますように。 

【K・A】 
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【仙台ＹＭＣＡバザー開催】 

皆さまのご支援に感謝 

【広瀬川ワイズメンズクラブ 朝から仕込み中】 

 

漬け物 

ゆでとうもろこし 

多田メネット 

阿部メン・多田メン 

準備は OK です 

 

６月９日（日）１０時～１４時まで、仙台ＹＭＣＡの立町会

館に於いて仙台ＹＭＣＡバザーが開催されました。当日は心地

の良い天候となり多くの皆さまにご来場頂きました。心から感

謝致します。地域の皆さん、各施設の会員の皆様、保護者の皆

様、そして多くのボランティアの皆様。益金も多く得られまし

た。皆様から寄せられた真心は、子どもたち支援、ボランティ

ア支援に用いられて行きます。 

物品を寄贈頂いた皆様、当日足を運んで頂いた皆様、多くの

人々の繋がりを実感したバザーとなりました。お支え頂いた皆

様、本当にありがとうございました。 

（荒木啓二） 

【ワイズパワー全開】 

 

仙台広瀬川ワイズメンズクラブ 

ピンク T シャツで！！ 

 

仙台ワイズメ・ネット 

焼き鳥・うどん・そば・最高 

 

 

石巻広域ワイズ：清水メン 

仙台青葉城：南澤メン 

菊地バザー実行委員長 

     ご苦労様でした 


