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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 会員増強 村井 伸夫 メネット会長 松本 京子  

副 会 長 佐藤  剛 吉田 俊一 国際交流 佐藤  善人 

菅野  健 地域奉仕  伊勢 文夫 ユース 布宮  圭子 

書    記 加藤  研 阿部 松男 ＹＭＣＡ 清水川  洋 

会    計 門脇  秀知 多田  修 直前会長 佐藤  善人 

監   査 高篠 伸子 ドライバー 菅野  健 ブリテン・担当主事 荒木 啓二 

 

 

 

巻頭言             『クラブ活動の公式記録』           門脇秀知 

 ブリテン発行が 2017年 2 月号で通算 70 号となりました。クラブ創立から 5年目の区切りとしてこれま

でのブリテンをまとめてみようということになり、2011年 6月「創刊号」から 2016年 6月「通算第 61号」

まで総 227ページ、それと発足 1年の歩み＜活動報告＞22ページを集めた所、表紙を入れて 250 ページに

もなりました。毎月毎月会員個々から集めた原稿、写真を整理し、ブリテンにまとめて頂いた本野ウイメ

ンには本当にご苦労をお掛けしました。編集は佐藤剛副会長が担当し、3 月例会にてパワーポイントで編

集したＢＧＭ入りのスライドを参加者全員で観賞しながら、設立時のメンバーが、新たに参加したメンバ

ーへ当時の様子、震災支援活動等について色々と説明する事でこれまでの活動を振り返る良い機会となり

ました。「継続は力なり」と言われる様にわれわれクラブ活動も一人一人の会員の力で支えられています。

これからも楽しく活動し、また、新しいメンバーに引き継いでいかなければとつくづく思いました 

まとめたブリテンはＣＤ化して会員に配布し、保管用として 1 部製本する事にしました。 

 

 

 

                                

 

 

         

５月第１例会報告 

在籍者 １７名 出席者 １１名 メイキャップ １名 出席率 ７１％ 

メネット ３名 ゲスト・ビジター  １名 ニコニコ １２，０００円 

 

                   今月の聖句                  吉田 俊一 

「しかし、わたしが願うことではなく、御心に適うことが行われますように」 

                    マルコによる福音書１４章３６節 

                     

            

 

 

    

 

 

ヨハネによる福音書２０章２８節 

          

     

 

  

                      

                

                                

 

 

  創世記 15章 6節 

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 

   2017年 5月号ブリテン 通算第 72号 2017.5.17 

THE  Y′Ｓ ＭＥＮ′Ｓ ＣＬＵＢ OF SENDAI  HIROSEＧAＷA 
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【４月第１例会恒例 お花見例会報告】  

日 時 4月 19 日（水） 

会 場 泉中央駅傍「伊達のいろり ymato」 

出席者 及川 阿部 菅野 門脇 伊勢 加藤 

     高篠 松本 多田 村井 加藤メネット 

    及川メネット 多田メネット 荒木 

ゲスト 佐藤健吾さん  

ゆったりとした会場には、「桜の花」がさり気なく置かれ、その春の香り、乾杯の瞬間を今か今

かと心待ち状態。その熱気に応え、村井メンの司会で、定刻に開会。 

いつもとは違い密やかにワイズソングの合唱、ワイズの信条の交読、聖句・感謝の祈りと続き、 

及川会長の明快な挨拶の後、阿部メンの「乾杯！」の発声で「お花見の宴(うたげ)」が開宴。 

さすが食通の阿部さん御用達のお店、お通しもお刺身も美味しく、モツ鍋の味は絶品。 

会話を忘れ暫し沈黙。３人のメネットの参加には感謝。 

そしてゲストの佐藤健吾さんからは今後は「会員」として参加したいとの決意表明も。あちらこ

ちらで会話の花が咲いた為、大切な連絡を聞き忘れてしまうほどの、楽しい花見の一時となった。

23 日生まれの多田メンの誕生祝、１２，０００円のニコニコは「ひろくんに心臓移植募金」に

献金することとし、菅野副会長の閉会の挨拶、及川会長の閉会点鐘にてお開きに。皆様お疲れ様

でした。  

2016-2017 第 3 回北東部評議会 報告 

日 時 4月 22 日（土） 

場 所 宇都宮ＹＭＣＡ さくらんぼ幼稚園 

出席者 及川、門脇、加藤 

長岡北東部部長の開会点鐘に続き、 

全員でワイズソングを合唱し 

北東部評議会が開会され、 

初めに各事業主査より北東部の事業報告がありました。 

続いて各クラブより活動状況が報告され 

広瀬川クラブからは多田修さんが入会したこと、 

メネット活動によるエプロンシアターの製作、５年分のブリテンを DVDに編集したことなどを報

告しました。 

引き続き協議事項へ移り、北東部のバナー作成の件は原案を基に製作することとなりました。

部運営体制・部長選任方法については 2つのエリアに分割して活動をしたいとの案が出ていまし

たが、部の分裂に発展しかねないとの事で、今回は 2つのエリアから交互に部長を選出するとい

うことになり、今後はクラブ数の増減により対処していくこととなりました。出席者からは活発

な意見が多く出され充実した会議となりました。 

終了後、全員で慰労会を行い散会となりました。
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金沢クラブとの交流会報告 

及川会長・菅野副会長・門脇会計・松本メネット会長が 5月 13日・14日に 

ＤＢＣ交流クラブである金沢クラブを訪問し、金沢では 3回目の交流会をもちました。 

小松空港では伊藤副会長・山内書記・數澤メン・ 

數澤メネット会長のお迎えを頂き、 

能登半島観光にご案内頂きました。 

千里浜なぎさドライブウェイから 

気多（けた）大社、妙成寺の五重塔、 

能登金剛巌門と一回りしました。 

うす曇りの中の能登観光は素晴らしいものでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

交流会では金沢クラブ西会長以下 10名の方々と夜遅くまで交流を深めました。 

 

晴天となった翌日は、兼六園を専門ガイドさんの引率でじっくりと見学させていただきま

した。初日のお寿司昼食・2日目の洋食昼食は共に素晴らしいものでした。 

金沢クラブからはお土産を頂き、帰路も空港まで送っていただきました。 

9 月には「金沢クラブ創立 70 周年記念式典」が「中部部会」と合わせて開催されるとの

ことで、広瀬川クラブにもご案内を頂きました。 

まだ 7 年目のクラブとその 10 倍の 70 年の歴史のあるクラブとの交流がいつまでも続き

ますよう、多くの金沢クラブの方々と共に出席した金沢教会の礼拝でお祈りしました。 

（報告：菅野） 
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【5月第 2例会報告】 

 

日 時 5月 10日（水） 

会 場 仙台ＹＭＣＡ 

出席者 及川 菅野 門脇 伊勢 佐藤剛   

    加藤 吉田 多田 阿部 荒木 

ゲスト 佐藤健吾さん          【子どもたちもバザーを盛り上げています！】 

＜報告・確認事項＞              

・5/27（土）石巻クラブ設立１周年式典：及川・菅野・門脇・加藤メンが出席 

・5/17（水）５月第１例会は NPO・YMCA ファミリーセンター統括・尾木善宣さんをゲスト

スピーカーにお迎えし『富谷市放課後児童クラブの運営の現状等のお話』を頂く 

・「北東部評議会の報告」：出席者は及川・門脇・加藤３メン出席。会長より今後、北東部

長は隔年交代で北関東と東北より選出されるとの報告。次期は宇都宮東・鈴木さん、次々

期は青葉城・涌澤さんの予定。 

・「金沢クラブ交流会」：5/13～14参加者は及川・菅野・門脇・松本の４名。（詳細別掲） 

・「6/11ＹＭＣＡバザー」：、昨年の「おこわ」を止め「ゆでトウモロコシ」「梅ちゃんの漬

物」「手作り品販売」に。仕入れに関してクラブからの支出を確認。 

当日 4階で行われる「物品バザー」の献品の協力のお願い 

バザーの益金は 

◆児童福祉施設への支援  ◆障がいのある子どもたちへの支援 

◆ＹＭＣＡを支えるボランティアへの支援   に大切に用いられます！！ 

・特別活動の委員：「チャリテイゴルフ：佐藤健吾さん」「国際協力募金：門脇メン・菅野

メン」「ＹＭＣＡクリスマス：と松本ウィメン・多田メネット」

 ６月の日程 

6/3・4（土・日） 東日本区大会（川越）  

6/7（水） 第２例会  

6/11（日） 仙台ＹＭＣＡバザー  

6/17（水） 第 1例会 

会長感謝会 

佐藤健吾さん入会式 

企画：加藤 

司会：佐藤剛 

 

 

 

 

 

 

 

    楽天 

     絶好調 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

まだまだ不慣れな担当者です。もう少し、読者を引き付けら

れる編集をしなければ・・・ 【皆様のご協力に大感謝！】 
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2016バザー風景 


