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三 田 会 長 巻 頭 挨 拶 

２期目の会長となり、早くも１ヶ月  

がたとうとしています。盛岡もジメジメ

とした気候が続いており、汗まみれの

日々が続いております。先日は仙台

で行われた、アジア太平洋地域大会

に参加してきました。様々な方々と交

流し楽しい時間を過ごす事ができまし

た。さて、もりおかクラブもジメジメとし 

三田会長        た気候に負けじと、元気に活動しております。

しかし熱中症という怖い症状にならない事を祈りつつ活動してい

ます。水分補給の大事さを実感しております。８月は、さんさ踊り

にて富士宮焼きそばを販売いたします。ファンドの一つとして屋

台の力を借りながら、様々なイベントに参加を予定しています。

皆さんも期待していてくださいね。 

 チャリティーランの準備も着々と進んでいます。盛岡ＹＭＣＡと

の交流もたくさんあるので、ワイズとして多くのメンバーが参加し

てサポートできたらと考えています。 

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「主題」 

「よりよい明日のために今日を築く」 

 

「アクション」 

「勇気ある改革、愛ある行動」 

「われら北東部、世界のワイスメンと共に前へ進もう」 

「土台を固め未来への扉を開こう！！」 

副題 「明るい未来へ Let’s Go」 

 

 

 

 

         ８月定例会のご案内 

日時  令和元年８月１０日 （第２土曜日） １８時３０分 

     場所   盛岡北ホテル   会費  ４、０００円   

     納涼例会になります、全員参加をお願いします。 

第二例会、８月２３日（第４金曜日）  

       じょ居 会費、各自 

 

 

 

もりおかクラブはまだまだ、少人数なので会員増強にも力を入れ

るべく、それぞれがアピールしている所なので、少しずつ増やし

て明るいクラブ・活気あるクラブを目指して行きたいと考えていま

す。 

 

７月新年度キックオフ定例会の報告 

 令和元年７月１３日（土） 盛岡、北ホテルにて開催、 参加者、

三田会長、井上、井上優子、大関、長岡、魚住、中原、山口、浅

沼、（敬称略）。 ゲスト、岡田稜平さん（みんみんリーダー）、鈴

木凛奈さん(つくしリーダー)、海和将太さん（あんこリーダー）以

上１２名の参加で開催されました。  

 リーダー３名が参加してくれて、にぎやかに開催されました。ア

ジア太平洋地区大会が迫り、参加の方々の奮闘を祈願いたしま

した。参加者の３分スピーチが面白かったです。長岡が口火を

切った「最近の老人は臭くない」という話題に結構高齢のメンバ

ーが食いついて、骨の匂いがしてくるとか、入浴が大切だとか、

おもらしの尿臭とは違うとか、いろんな話が飛び出しました。スピ

ーチはこの後の特集です。 



 

 

 

 

 

 

 
お茶とお酒で乾杯～、今晩もよろしく～、キックオフだぜ～ 

７月例会３分スピーチ特集 

大関：我が家には「コロン」という犬がいます、１２歳で私の年と

同じ位です。血便がでたりして病院通いが続いています

が、今度はお尻から血が出ました。痔では無いようで、

また病院にいって薬をもらったら２日くらいで回復しまし

た。健康には留意しなくてはいけません。私の胃の検診

でだいぶ胃壁が荒れていると言われました。２週間お酒

を断って再検査したのですが、「少しは良いかな」程度で

した。断酒のストレスが胃に良くないと言われましたので

これからは毎日少しづつ飲みます。 

浅沼：いつもスピーチでは家族の話をしていまが、今晩は仕事  

    の話を少し。出張で福岡に行ってきました。夜の親睦が楽

しかったです。秋には滋賀で総務者会があります、そちら

の親睦も楽しみです。 

井上優子：昨年度メネット委員長の大役を頂きました、プレッッシ

ャーからか体調が優れなかったのですが、最近咳が治ま

ってきました。昨年役員引き継ぎでＤＩＲＥＣＴＥＲバッチを

頂いたのですが、粗忽者の私です、大事にしまい過ぎて

忘れておりました。新委員長に疑うこともなく装着したの

はメネットバッヂでした。その後バッチが違うようですと指

摘を受けて我に戻った私は謝りながら無事お渡ししたの

ですが。あぁ‥（でもメネットバッジが大好きです。） 

三田：昨年度に引き続き、今年度も会長職を仰せつかりました。

先日、加藤さんの農園で枝豆の定植作業におじゃましま

した。その時、耕運機を使って耕し作業を始めて体験しま

した。全く言うことをきかない耕運機に悪戦苦闘！、家で

家庭菜園を始めるきっかけになりました。 

山口：現在、資格取得を考えております。病院を出た人たちが入

る施設でどのように人間関係をつくるか。そんな環境で

の体験は新鮮で、何気ない雑談、オセロや将棋の遊びに

まぜてもらったりしてそんな事の大切さをしみじみ感じて

おります。今度は病院に行ってきます。そこでどんな体験

ができるか楽しみです。 

あんこ：和菓子で使う「あんこ」が大好きな海和将太です。山形出

身です。岩手盛岡の生活にずいぶん慣れました。最近プ

チ不幸が続いています。自転車に鳥の糞が落ちていたり、

続けてパンクしたり、翌日学生証と保険証を無くして、途

方にくれていたら、購買のおばちゃんが拾ってくれていま

した。アパートの鍵の紛失、これはイオンのインフォに届

いておりました。不幸の連続のあとの幸せに期待してい

ます。 

みんみん：岩手県立大学の岡田洋平です。４年生で、１か月前 

無事就職活動が終わり、就職が決まりました。盛岡での生 

活は残り８ヶ月です。寂しさを感じています。後輩のリーダ 

ーに思いを伝えて継承してもらいたいです。YMCAは僕の 

ビタミン剤です。 

中原：私は大学生の頃、体重は４９Kg。家庭教師１軒目で３Kg増 

えました。２軒めで更に３Kｇ増えました。食事を出していた 

だき豊かな食生活でした。学生 YMCAで全国を飛び回って 

いた頃はさらに１０Kg増えました。その後は安定した体重を 

維持しておりましたが、陽子さんと結婚したあとまたまた７ 

Kg増えました。犬が亡くなって散歩をしなくなったとか、加齢 

とともに体重は落ちないと言うことを実感している今日この 

頃です。 

魚住：家庭菜園を行っています。少しずつ収穫量が増えてきてい

ます。気候が悪いのか、管理が悪いのか、曲がったきゅうり

しかできません。奥さんは作っている人に似るのだと言って

おります。市場価値を考えるからそういうことを言うにだと反

論して、非行少年でも根は素直で実直なのです。食せば曲

がっていても美味しいきゅうりなのでした。 

長岡：最近のお年寄りは老人臭がしない。子供の頃からおんじさ

ん、おんばさんと一緒に暮らしてきて、年寄りは臭いもんだ

と思っておりました。ところが、最近のお年寄りは老人臭が

しません。施設のスタッフは、石鹸が良くなって今の石鹸を

使うと匂いがしないんだとか。良いのか、悪いのかよくわか

りません。自分自身は臭わないように耳の後ろから全身を

よく洗ってはいるのですが。どうなんでしょう？この話題はメ

ンバー全員が反応しました。みんなお年寄り、匂いには気

を付けましょう。 

井上：岩手に来て、今の仕事を続けています。岩手県浄化槽協

会から表彰されました。更に全国浄化槽協会からも表彰さ

れまして、６月に四谷まで行って表彰状をいただいてきまし

た。最近は真面目に取り組んでおりましたのでありがたく頂

きました。若い頃の私を評価されたら、表彰なんてとんでも

ないことでしたが。 

つくし：岩手大学３年です。盛岡 YMCA のキャンプでは責任リー

ダーとして参加します。群馬 YMCAのキャンプにも派遣して

いただきます。またアジア太平洋地域大会にも派遣してもら

います。「かかってこい夏」今年のテーマは私にピッタリです。

リーダーとしても、大学生としても充実した夏にかかって行

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 山口さんと、しどう、顔が隠れている、自分から目立とうぜ～ 

 夏祭りが近づいています。今年の夏も元気に乗りきりましょう。

もうすぐ梅雨が明けます。 （すでに明けている？） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２８回アジア太平洋地域大会ｉｎ仙台 

井上 修三 

  ２０１９年７月１９日

（金）～２１日（日）仙台

市国際センターをメイン

会場に、東西日本区５

４２名、アジア太平洋地

域、他８地域より１６８ 

名、ユース２８名（ファシリテーター７名を含む）の参加のもと、

華々しく開催されました。梅雨の明けない時折小雨のふる天候

でしたが、街中の宿泊施設より徒歩で青葉城へ通じる緑真っ盛

りの道を散歩気分で堪能された方も多かったことと思います。 

 当クラブより５名当日受付の補佐を仰せつかり、大会の賑わい

を実感。（というわけで大会第１日目の式、講演は本部よりの報

告を頼むことにして。） 

 ２日目のオプショナルツアーは「東日本大災復興」を謳った大

会に相応しい忘れられないプログラムとなりました。わがクラブ

は「福島第一原発２０㎞圏内、南相馬コース」に参加。仙台青葉

城クラブ川上メンのアテンドで「アンダーコントロール」には程遠

い（あるいはことが大きすぎて８年すぎてもこれが精一杯？）現

状を垣間見ることができました。（ちなみに川上メンは昨年盛岡

YMCAのリーダーが「福島スタディーツアー」でお世話になったチ

ャプレンを務められました。） 

 損壊の家ではなく、今にも誰かが家から「こんにちは！」と顔を

出しそうなのに建物だけが静かにある。実に不気味な現実。中

間処理施設を行き交うトラック。リーダー達の衝撃はいかばかり

かと実感。 

 ３日目の報告の中で国際書記長ジョース・ヴァルギースが２０

２２年までに世界１００ｹ国で５０，０００人のメンバー達成を目標

とする「チャレンジ２２」を訴えているのが印象に残りました。 

 そして何よりも１７日から集っていたユースの「地球の現環境を

憂え、自分たちなりの対応を実行しようと結論を出した」ことに少

しほっとする思いでした。彼らが作成した資料がプロジェクﾀｰに

映し出されることはなく、舞台で白い紙を掲げているようにしか

みえない状況は残念でした。 

 あっという間の３日間でしたが、岩国みなみ高瀬メン、芦屋クラ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブ柏原、桑野両ウイメン、西宮クラブ小野メン、広瀬ご夫妻とお

目にかかれたことは嬉しいことでした。忘れていけない、大野メ

ン、岩手通の小田メン 

 仙台YMCAあげての多大な協力を肌で感じることができたのも

また、大きな喜びでした。 ２年間の準備にかかわってこられた

東西日本区のメンバーの皆さんに感謝をいたします。 

 

アジア太平洋地域大会メネットコーナーより 

井上 優子 

 国際センター「桜の間」に下げられた４基の「平和七夕」吹き流

し。１基には３６，０００羽の鶴が舞っています。そしてなんと、こ  

のうちの１基は東日本区ワイズメネット

よりいただいた鶴の集大成の作品となり

ました。４４年を迎える「Ｎｏ more ヒロシ

マ」「平和」を謳う平和七夕への協力は仙

台クラブ、仙台青葉城クラブメン、メネット

が（初年度からお手伝いを続けているメ

ンバーもおります）継続しており、現在は

仙台広瀬川クラブを加えた３クラブが全 

国から届いた鶴の糸通し、レイ作り、８月６日～８日の飾りつけ、

撤収（仙台市クリスロード七十七銀行新伝馬町店前）などの作業

の手伝いを行なっております。アジア大会で平和を願う象徴の

吹き流しを皆さんにお見せしたいとの思いから始まった企画でし

たが、加藤メネット（仙台青葉城）大会メネット委員長の呼びかけ

に東日本区のメネットが応え、吹き流し１基の作品が完成するこ

ととなりました。長く協力を続けていた方、今回初めての方、

様々ですが、加藤メネットをはじめ仙台３クラブのメネットの日ご

ろの団結力が大きな成果を生みました。メネット史を飾る出来事

と確信いたします。 

 

 

 

 

 

 

     美味しいお食事と、仲間との再開、フォーエバーワイズ 

もりおかクラブの状況報告 
   

   
     

７月の出席率 8/14 57 % ゲスト 3名 
 

ビジター 0名 メネット  1 名 
   

メーキャップ 1 名 
   

7月切手        10 ｇ 累計   373 ｇ 

７月のにこにこ    7,000 円 累計 
 

円 7月プルタブ         0 ｇ 累計 0 ｇ 

７月   石鹸        0 円 累計         0 円 りんご 0 円 累計      0 円 

７月    献金        0 円 
 

          
 

ファンド合計          0 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 

７月のハッピーバースディ   7/18 井上 優子メネット 誕生日おめでとうございます。   



宮古復興まつり、盛岡 YMCA焼きそば隊出陣！ 

 ７月２７日、宮古復興まつりに盛岡 YMCA の

出店、富士宮やきそばが６年ぶりに出店して

きました。メンバーは濱塚、井上、長岡、ジー

パン、リーダーよりアグー、つくし、が参戦。宮

古のサッカースクールより多数の子供たちが

加わって、最強の布陣で販売開始です。 

宮古の漁師浜守人  富士宮焼きそばは、富士宮ワイズが復興支援

で来宮して以来の登場でした。その後富士宮焼きそばは提供で

きなかったので、一般の地元焼きそばでした。急遽お手伝いに

参加してくれた「ちかさん」と「ほっしゃん」も富士宮やきそばの旨

さにびっくり、場所を提供してくれた中村花屋さんも美味しさにび

っくり。次回の出店時に美味しさを口コミしてくれることを約束し

てくれました。宮古の子どもたちは、元気いっぱいで道行くお客

様へ声掛けをしておりました。この子達はとても素直で、手順の

説明を一生懸命聞いて、パック詰めや生姜、かけ粉をふりかけ

て仕上げ作業をしてくれました。なんともかわいい子どもたちで

した。ますます宮古が好きになった４時間でした。準備した１００

食は終了１時間前に完売、店をしまってから各自お祭りの見物

に出かけて行きました。誠に充実した出店でした。 

  

創業４５年、昭和のお店発見！ 

 中山商店と言います。女将さんが一人できりもりしています。

お店の外は鉢植えのお花屋さんです。春先からお花が溢れてお

りました。先月の盛岡探索で紹介予定だったお店です。 

 加賀野４丁目、昔の地名で

は文化小路にあります。突撃

訪問で取材してきました。お

店の中はよろずやさんです。

生活用品から食料品までな 

ノスタルジァ、中山商店         んでも売っています。果物や

野菜もありました。現代はコンビニが普通で、「ごめんください」と

入って店番のおばちゃん相手に駄菓子や果物を買うとういう行

為はまったくありませんが、このお店はそういうお店なのです。

懐かしいでしょう。子供１１０番のお店の指定を受けていて、事件

や事故に巻き込まれそうな子どもたちの駆け込み寺にもなって 

います。店の隅に丸椅子が置いてあります。一通り写真を撮っ 

て、冷蔵庫の飲み物を買おうとしたら、「あ、その冷蔵庫は動い 

てねのさ」「え、そなの？」「電気てしだがら、とめでるのさ。 

なに欲しえん？アクエリアスね。中の冷蔵庫から持ってくるがら 

 

 編集後記 

 もう。３０日です。やっと完成に近づきました、これから井上メネ

ットに校正をしていただき、３１日には完成するでしょうか。８月

の頭までかかってしまうかもしれません。悪しからず、ご容赦下

さい。  

 道幅が狭い文化小路は盛岡市民でも知らない人が多いと思い

ます。一方通行の通りで、通勤の抜け道みたいな通りです。昔な

がらの城下町の名残がある街です。ここも、大好きな盛岡の一

角です。花屋町とか油町などという地名もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

         子どもたちとリーダー、その１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第２段、とってもいい顔です。 

浜守人の写真は、さおり折を T シャツに縫い込んだ懐かしの T

シャツでした。井上さんが４０００円で購入しました。 

 

さ。」なんとも合理的な営業形態。ふと棚のうえの方を見上げる

と、「モロッコフルーツヨーグル」？「ポカポカ家族、貼るカイロ」こ

れは今ではない商品ですね。「ポテトスナック、塩じゃが味。鳴門

の塩使用」え、いつ頃の商品なんだろう？「これらは箱だけ飾っ

てあんのさ。」だって。ということは、女将さんはこだわって店を

飾っているんですね。 

 長岡好みのノスタルジァにふけっていました。 

 

 

 

 

 

 

まさによろずやさん、商品がぎっしり     この駄菓子知ってます？ 

 

 

 

 

昔見たたような気がします          色あせてるのかな？知らないなぁ。 

 

 全く個人的な事情により、アジア大会を欠席してしまいました。

やはり、このような行事は参加しないとブリテンの良い記事は書

けませんね。 おっと、井上さんやメネットの記事に不満がある

わけではありません、これは長岡の反省の気持ちを表したもの

です。 

 新年度がスタートしました、今年もブリテンを書き続けます。ど

うぞ皆様、よろしくお願いいたします。次期会長になりますので、

１年後には、長岡の独壇場にまたなりそうです。９年ぶりの会長

＆ブリテン担当が迫ってきました。 


