
 

 

 
事務所 〒980-0822 仙台市青葉区立町 9-7 仙台ＹＭＣＡ内 

TEL: 022-222-7533 ＦＡＸ 022-222-2952 

Email：migaku-katoken@mvd.biglobe.ne.jp  書記 加藤  研  

ブリテン：http://ys-east.jimdo.com/bulletin/sendaihirosegawa/ 

 第１例会：毎月第３水曜日・第２例会：毎月第１水曜日  仙台ＹＭＣＡ 18：45 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

2016～2017年度 クラブ役員 

会    長 及川  浩美 地域奉仕  伊勢 文夫 メネット会長 松本 京子  

副 会 長 佐藤  剛 阿部 松男 ブリテン 本野 日出子 

菅野  健 会員増強  村井 伸夫 ユース 布宮  圭子 

書    記 加藤  研 吉田 俊一 ＹＭＣＡ 清水川  洋 

会     計 門脇  秀知 国際交流  佐藤  善人 直前会長 佐藤  善人 

監    査 高篠 伸子 ドライバー 菅野  健 担当主事 荒木 啓二 

 

 

  メネット会 松本 京子 直前会長 佐藤 善人 

 

 

６月第１例会報告 

在籍者 １７名 出席者     11名 メイキャップ 2名 出席率 76％  

メネット 名 ゲスト・ビジター  3名 ニコニコ 12000円 

２０１６―２０１７年度 主 題（Theme） 

国 際 会 長   Joan Wilson   (カナダ)  「私たちの未来は、今日より始まる」 

アジア 会長   Tung Ming Hsiao (台湾） 「ワイズ運動を尊重しよう」 

東日本区理事   利根川恵子   (川越）    「明日にむかって、今日動こう」 

北東部 部長    長岡  正彦 （もりおか） 「明日のために、いま土台を築こう」 

クラブ 会長  及川  浩美 「笑顔を絶やさず！」～ Keep  on  smiling ! ~ 

 

 

 

仙台広瀬川ワイズメンズクラブ 

   2016年 7月号ブリテン 通算第 62号 2016.7.20 

THE  Y′Ｓ ＭＥＮ′Ｓ ＣＬＵＢ OF SENDAI  HIROSEＧAＷA 

   

 

 

巻頭言              「謙虚な心・動ける体」              荒木 啓二 

「荒木、今年から仙台広瀬川ワイズ担当だぞ」と村井総主事の優しいお言葉・・・。「喜んで担当させて頂

きます」と荒木啓二の怪しい返事・・・。やっと来ました。やっと巡って来ました。ワイズ担当者。遅すぎ

た春です。こんな素晴らしいクラブの担当をさせて頂くことの誇りは言うまでもありません。 

 このクラブには私の YMCA の原点が詰まっています。社会人１年目の私に楽しさも、厳しさも、奥深さも

教えてくれた佐藤剛さんがいます。幼児教育の原点と女性の可愛らしさ？？を気づかせてくれた布宮圭子さ

んがいます。初めて３歳児基礎クラスの子どもを担当した「のんちゃん」のお父さん（研さん）お母さん 

（真紀子さん）もいます。私の内臓機能までしっている村井総主事もいます。 

そして何より私の愛する後輩、佐藤健吾がいます。 

個性的で魅力に溢れるメンバーの皆さんとの出会いに 

今もワクワクしています。手抜きは許されませんよね。 

でもたまには許して下さい。 

１６年度、及川会長と共に、私ができる事を精一杯取り組んで行きます。 

そして皆様の活動、志に最大の敬意を表し、共に進んで行きます。 

ご指導お願い申し上げます。 

         

 

  

  

                   

 

 

          

                       今月の聖句                    吉田 俊一 

「わたしは主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。」                                            

エジプト記 20章 2節 
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ヨハネによる福音書２０章２８節 

          

     

 

  

                      

                

                                

 

 

  創世記 15章 6節 
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【6月第 1例会 『会長感謝の会』 報告 】 

日 時： 6月 15日（水） 19：00～21：00 

場 所： 一番町「集合郎」 

出席者：阿部、荒木、伊勢、及川、門脇、菅野、佐藤善人、

高篠、本野、松本、村井 

ゲスト：多田修・純子ご夫妻、中川北東部長 

「会長感謝の会」例会は、藤崎のビアガーデンから会場を変

更した。バザーで応援をいただきました多田純子さんご夫妻

と中川北東部長が参加した。佐藤会長の 1 年を振り返って

の挨拶、次期役員と特別プログラムの担当委員・委員長の

提案、バザー、本区大会の報告が行われた。バザー参加者

から恒例の『おこわ』、初めて『ゆでトウモロコシ』が好評を得

たので来年もと話がまとまり、「DBC活動費」新設も承認され

た。終わりに、佐藤会長に対し感謝の気持ちとして花束を贈

呈した。今回のニコニコは 12,000円でした。 

写真左から 中川北東部長 佐藤会長 及川次期会長 

 

【7月第 2例会報告】 

日 時： 7月 6日（水） 18：45～20：45 

場 所： 仙台 YMCA会議室 

出席者： 阿部・荒木・伊勢、及川、加藤、門脇、佐藤剛、 

佐藤善人、高篠 

＜協議・連絡事項＞ 

① 特別プログラムの実行委員会開催報告 

▽チャリティラン 9月 22日（木・祝） 学院大学泉キャンパス 

▽チャリティゴルフ 10月 20日（木） 泉国際ゴルフ倶楽部 

▽仙台 YMCA クリスマス 12 月 2日（金） 於：市民会館 

② 各種報告 

・6/18（土） 東日本大震災支援仙台 3 クラブ実行委員会 

・7/16（土）  2016－17 第 1 回北東部評議会  盛岡市  

「素敵な絵本と読み聞かせ、 

ありがとうございました！！」 

東日本区メネット会より絵本を頂きました。 

７月７日、メネット会を代表して加藤さん、松本さん

が保育園を訪問してくださり、絵本の読み聞かせをして

くださいました。「初めてだからどうしよう…。」と心配

していた松本さんも子どもたちを前に自然体で、加藤さ

んは、「大丈夫よ～」とベテランらしく読み聞かせをして

くださいました。 

無理を言ってお誘いし、ホールで子どもたちと一緒に

食事をとっていただきました。 

「なんで歳とってるの～？」などという失礼な質問も

笑ってコラえてくださったお二人。「とっても楽しかっ

た。」とさわやかな笑顔を残しお帰りになりました。 

東日本区のメネット会から毎年、子どもたちに絵本を

頂きます。子どもたちは絵本を読んでもらうのが大好き、

お話の世界に入り込み、主人公になって冒険したり、お

使いに行ったりドキドキワクワクしています。 

頂いた絵本は、これからも大切に読み続けていきます。

ありがとうございました。 

ＹＭＣＡ南大野田保育園 布宮圭子 
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仙台広瀬川ワイズメンズクラブ 会長 及川浩美 

主題 「笑顔を絶やさず！」～ Keep  on  smiling ! ~ 

 

本クラブ設立から 5年経ちました。 

 

当初は仙台で 3番目のクラブ設立ということで、 

大いなる希望を持って旗揚げするはずでした。 

ところが設立直前に起こった東日本大震災によって、スタート時の理念が吹き飛んでしまいほとんどが震

災支援中心の活動を余議なくされ、まるで震災の為に設立したかの様になってしまいました。設立メンバー

の諸先輩方の御苦労はいかばかりかと思われます。 

震災では数えきれない涙を見てきました。忘れたくても決して忘れる事の出来ない出来事です。いままで

多くの皆様から多大な支援をいただきました。 

6年目を迎えた今年、我々はいつまでも被災者で泣いている訳にはまいりません。前を向き日常の笑顔を

取り戻す事が、いままで支援をいただいた方々への最大の恩返しであると考えております。 

ワイズの根本は楽しみながら奉仕活動をする事。自分達が楽しくなければ、 

他の人を誘うことなど出来ません。 

 笑顔をもって身の丈に合ったワイズ活動をしていきましょう。 

 

活動方針 

1、 震災からもクラブ設立からも 6年目、復興から飛躍の年にしよう。 

2、 身の丈に合った奉仕活動をしよう。皆でやれば大きな力に！ 

3、 会員を増やし、仲間の輪をひろげよう。 

 

○国際会長主題    Joan Wilson (カナダ)  「私たちの未来は、今日から始まる」 

○アジア地域会長主題 Tung Ming Hsiao(台湾)  「ワイズ活動を尊重しよう」 

○東日本区理事主題  利根川恵子 （川越）  「明日に向かって、今日動こう」 

○北東部部長主題   長岡正彦 （もりおか） 「明日のために、いま土台を築こう」 

 

2016-2017年度クラブ役員           特別プログラム委員 

      

     

  

 

会長 及川浩美 ＥＭＣ 吉田俊一 

副会長 佐藤 剛 ＤＢＣ 佐藤善人 

副会長 菅野 健 ドライバー 菅野 健 

書記 加藤 研 メネット 松本京子 

会計 門脇秀知 ブリテン 本野日出子 

監査 高梨伸子 ユース 布宮圭子 

ＣＳ 伊勢文夫 ＹＭＣＡ 清水川洋 

ＣＳ 阿部松男 直前会長 佐藤善人 

ＥＭＣ 村井伸夫 担当主事 荒木啓二 

チャリティラン 佐藤 剛 

チャリティゴルフ 門脇 秀知 

青年クリスマス 伊勢文夫（委員長）・加藤（真）・松本 

国際協力募金 佐藤善人（委員長）・高篠伸子 

  

バザー 阿部松男・松本京子 

バザー2017 加藤真紀子・松本京子 
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仙台 YMCA大会開催 

 
 ２０１６年６月２５日（土）、第１回目の仙台ＹＭＣＡ大会が行われました。第一部が総会、第二部はフォー

ラムを実施致しました。 

第一部では 

開会礼拝には北三番丁教会の川上直哉牧師においでいただき、「受けるより与えるほうが幸い」と題してお話を

頂きました。 

続いて決算報告、２０１６年度事業方針計画の報告、会員表彰（写真：仙台クラブ 佐々木絹子氏）、 

タイ農村ワークキャンプの報告と続きました。 

第二部では 

熊本地震支援報告、東日本大震災支援報告が行われました。防災士、佐藤美嶺さんから「災害に備えて私たちに

できること」と題して災害時の避難方法や備蓄品など、私たちの意識が少し薄くなりかけていることへ、警鐘を

鳴らして頂きました。最後は９グループに分かれ、各自の被災体験を災害への備え、今後の被災地支援の在り方

などを話し合うことができました。仙台ＹＭＣＡ国際ホテル製菓専門学校の学生、理事・常議員、ワイズメンズ

クラブの皆さん、職員、総勢１００名が交流し、今後の安全対策を改めて学ぶ機会となりました。また仙台ＹＭ

ＣＡには元気で誠実な専門学校生が活躍している事もアピールできたフォーラムとなりました。 

維持会員、役員、学生の皆様に改めて感謝申し上げます。（荒木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏季ユースリーダー委嘱状授与式開催 

２０１６年７月８日（金）１８：４５～２０：００、仙台 YMCAサービス実習室において、委嘱状授与者５名 

（欠席 10名）全体参加者２５名で夏季ユースリーダー委嘱状授与式が行われました。仙台広瀬川ワイズメンズ

クラブからも、菅野さん、伊勢さん、加藤研さんにご出席頂き、リーダーへの励ましを頂きました。心から感謝

致します。２０１６年夏も、皆様からの期待を胸に、ユースリーダーたちは全力を尽くす事と思います。 

もちろんスタッフも精一杯の夏を駆け抜けます。 

引き続きユースリーダーへの励ましをお願い申し上げます。（荒木） 

（荒木） 

 
 

 

編集後記 

長い梅雨明けが待ち遠しいい日々の中、クラブ新年度の

スタートです。皆さんで若い会長を盛り上げ斬新な運営

を期待しましょう。             Ｈ.Ｈ 
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