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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             『バザーで遊びましょう』           高篠伸子 

  

ＹＭＣＡのバザーは、毎年とても人気があり、朝から行列ができます。今年は東北絆祭りと重なっ

たので西公園会場に遊びに来た人が立ち寄ってくれたのかもしれません。ＹＭＣＡバザーもお祭りで

す。各教室では工夫を凝らした展示やゲームコーナー、喫茶室などが用意されています。外では沢山

の出店があり、生ビール、焼きそば、焼き鳥、焼帆立、選ぶのに迷うほどです。揚げたてコロッケと

いう看板を背負って歩いている子どもがいます。早速味見です。我クラブも出店しました。私は当日

だけの遊びながらのお店番です。ゆでとうもろこしや、梅ちゃんの漬物、ミニカーその他皆さんが準

備して下さったものを販売しました。ほぼ完売でした。 

みなさん、来年もきっとバザーが開催されます。バザーで一緒に遊びましょう。 

 

 

 

                                

 

 

         

 

５月第１例会報告 

在籍者 １７名 出席者 １２名 メイキャップ １名 出席率 ７６％ 

メネット １名 ゲスト・ビジター  ４名 ニコニコ １５，０００円 

 

                   今月の聖句                  吉田 俊一 

「時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい」 

                    マタイによる福音書 １章１５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 ! ~ 
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【５月第１例会 報告】  

日 時 ５月１７日（水） 

内 容 富谷市放課後子どもクラブについて 

ゲストスピーカー ＮＰＯ法人 統括 尾木善宣氏 

会 場 ＹＭＣＡ会館 

出席者 及川 阿部 菅野 門脇 伊勢  

加藤 清水川 佐藤（善） 

     佐藤（剛） 松本 多田  加藤メネット 荒木 

ゲスト 佐藤健吾さん 吉田一恵さん 横倉 純さん 

《スピーチ概容》 

仙台ＹＭＣＡは４月１日より富谷市の放課後児童クラブ運営をスタートさせました。新

たな地、「富谷市」でＹＭＣＡ運動の実現を目指し、多くの子どもたちが豊かなに成長する

一端を担います。富谷市は、2016 年 10 月 10 日に町から市に生まれ変わりました。富谷市

はどなたからも「住みたい」・「住んでよかった」と思ってもらえるまちを目指しています。

基本理念を「住みたくなるまち日本一』100 年間ひとが増え続けるまち ～村から町へ 町

から市へ～ と定めています。「子育てがしやすい街」としても有名で、若い世帯が多く移

住してきている地域です。富谷市は、素晴らしい理念と 18年の事業実績に裏付けされる運

営のノウハウを兼ね備えたＹＭＣＡに期待しています。 

 富谷市の対応、登録制度などまだまだ整備されていない部分は多いようですが、富谷市

と共働しながら課題を解決して行きます。まだスタートしたばかりです。これからも課題

を受け止め、子どもたち、地域、ご家族の成長を念頭に置き、神様と共に富谷の地域にＹ

ＭＣＡを根付かせて行きます 

 

【石巻広域クラブチャーター1周年記念例会】 

日 時：5月 27日（土）17：00～ 

場 所：石巻グランドホテル 

参加者：及川、菅野、門脇、加藤（研） 

昨年、5月 28日にチャーターした 

石巻広域ワイズメンズクラブの 1周年記念例会へ 

参加して来ました。 

ワイズソング・菅野メンによる開会祈祷の後、平井会長より設立から１年間、各方面 

へ感謝のごあいさつがあり、ゲストスピーチでは石巻かほく編集部長、伊藤浩様から 

絵本「帰ってきた小舟」のお話がありました。日野次期会長による次年度会長方針の発表

があり記念会が終了。感謝会は仙台市出身のギタリスト・タッチーによるギター演奏で幕

開けし、平井会長より振る舞われた銘酒「日高見」をいただき参加者全員終始和やかな雰

囲気で行われました。日野次期会長、頑張って行きましょう。（及川） 
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【東日本区大会報告】 

 

日 時：6月 3日（土）～4（日） 

場 所：ウエスタ川越 

参加者：菅野、加藤、加藤メネット 

     

風爽やかな好天の下、425名のワイズが集いました。会場の「ウエスタ川越」はショッピ

ングセンターや書店・喫茶等を備えた真新しい建物で、プロのコンサートや演劇に対応で

きる素晴らしい施設でした。恒例のバナーセレモニーで始まり、利根川理事の開会点鐘、 

ワイズソング、祈祷等々すべてのプログラムが順調に進行されました。来賓祝辞にはアジ

ア太平洋地区のタン・ミン・シャオ会長も登壇しました。今回特に印象的だったのは記念

講演でお話頂いた、いずみ鉄道・鳥塚亮さんによる「危機を乗り越え、地域を元気にする   

方法」は時間を忘れほど話に引き込まれました。「会員集めに苦労するＹＭＣＡ・ワイズ」  

に最高のヒントを与えてくれたと思います。話術が巧みで、抱腹絶倒の 90分でした。会場

の全員で歌った「ＹＭＣＡキャンプソング」これも楽しかったです。ＹＭＣＡの原点を垣

間見ました。425名一斉の晩餐会は、壮観な光景でした。地元  川越のサツマイモで醸造

した「ビールは」一寸甘めの口当たりの良い味でした。飲みすぎて記憶は飛んでいますが、

ユースの中央大学生、渡邊敦さんに「交換リーダー」として夏のプログラム仙台に来るよ

うに盛んに進めた記憶があります。翌日、各事業主任からの報告、理事・役員引継式、次

期理事所信表明と順調に会は進行し、閉会式では「川越クラブ→沼津クラブ」大会旗の引

継があり、松川大会実行員長の閉会挨拶、ＹＭＣＡの歌合唱、利根川理事による閉会点鐘

にて閉会となりました。（加藤） 
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【仙台ＹＭＣＡバザー 報告】 

 

6 月 11 日（日）当日は天候にも恵まれ 

恒例のバザーが開催されました。 

東北絆まつりとも重なり人の入りも心配でしたが、 

開場前から大勢の人が列を作り 

9 時半からの開会式すずめ踊りで始まりました。 

広瀬川クラブの出店はウメちゃんの漬物、トウモロコシ、ミニカー、手作りバックインバ

ック、ナイロンたわしでした。 

ほとんど 13 時位にはほとんど完売することが出来ました。売上金額は４７，６００円でし

た。当日の参加のメン、メネット、コメットの皆さんに感謝いたします。（松本） 

参加者：阿部、荒木、伊勢、加藤研・真紀子・コメット紀恵さん、門脇、菅野、 

佐藤（健）、高篠、多田（順）、布宮、松本、村井  

 

【6月第 2例会報告】 

 

日 時 6月 7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 阿部 松本 荒木 

ゲスト 佐藤健吾さん 

 

≪協議・連絡事項≫ 

① 6月 21日、第 1例会「佐藤健吾さん入会式」＆「及川会長ご苦労様会」を実施予定 

② 石巻広域ワイズメンズクラブ 1周年記念礼拝にて「1万円」のご祝儀をお渡しした 

③ 地域奉仕活動  伊勢メンより、富沢児童館・南大野田保育園に花の苗(ひまわり)提供

や庭の草刈を実施した。また安全配慮に努め、放射線測定を行った。 

④ メネット会のエプロンシアター創作活動も順調に推進中 

⑤ 佐藤剛メンより、ブリテンの５年間が詰まった DVDが配布された 

 

【７月予定】 

 

 

 

 

 

 

6/24 （土） 第 2回仙台ＹＭＣＡ大会 

7/5 （水） 第 2例会 

7/8  （土） ユースボランティア委嘱状授与式 

7/13 （木） ＹＭＣＡ共済会・新入職員歓迎会 

及びレイマン親睦会 

7/19 （水） 第 1例会 

編集後記 

北海道小樽市の仲間！毎年ホタテ

の寄贈をバザーで頂く。感謝です。 

皆様に支えられて・・・（Ａ．Ｋ） 
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