
 
 

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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017～2018 年度 クラブ役員 

会   長 及川 浩美 会員増強 吉田 俊一 地域奉仕 多田 修 

副 会 長 佐藤 剛 会員増強 村井 伸夫 地域奉仕 伊勢 文夫 

書   記 加藤 研 YMCA 清水川 洋 地域奉仕 阿部 松男 

会   計 門脇 秀知 YMCA 佐藤 健吾 ユース 布宮 圭子 

監   査 高篠 伸子 国際・交流 佐藤 善人 ブリテン 荒木 啓二 

ﾒﾈｯﾄ 会長 松本 京子 国際・交流 菅野 健 直前会長 及川 浩美 

ドライバー 菅野 健 国際・交流 本野日出子 担当主事 荒木 啓二 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～巻頭言～ 

「お医者さんの一言」                          多田 修 

 現在、2カ月に 1回くらいの間隔で歯科医へ通院しています。きっかけは、約 10年前に歯の詰

め物が取れてしまい、最寄りの歯科医で診てもらったことから始まります。 

 一通り診察を終え、「詰め物の治療はすぐ終わりますが、これからは、歯茎の掃除を定期的に

していきましょう。歯周病になると歯茎が痩せ、突然、歯が抜けたり、大変なことになったりし

ます。」と先生。図や写真を指し示しながら、先生は熱く説明します。「虫歯の治療も大事ですが、

歯を支える歯茎のケアが大事です。40 歳を過ぎたら、むしろ土台のほうが大事です。」話の折々

に何度も出てきました。「40歳を過ぎたら土台が大事なのです。」 

 だんだん歯の治療のことではなく、人生訓に聞こえてきました。 

 今でも通院のたび、人生の土台について自問します。まだまだ未熟ですと言っていられないが、

せめて歯の土台くらいは安定した状態を保たなければと、熱心に通院しております。 

THE  Y′Ｓ ＭＥＮ′Ｓ ＣＬＵＢ OF SENDAI  HIROSEＧAＷA 

   

仙台広瀬川ワイズメンズクラブ 

   2017年７月号ブリテン 通算第 74号 2017.7.19 

２０１７―２０１８年度 主 題（Theme） 

国 際 会 長   Henry Grindheim（ノルウエー） 「ともに、光の中を歩もう」 

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    栗本 治郎 （熱海）      「広げよう ワイズの仲間」 

北東部 部長   鈴木伊知郎（宇都宮東） 「距離に負けるな北東部、各クラブの個性を磨こう」 

クラブ 会長   及川 浩美              「ワイズメンに誇りを持とう！」 

                                                   ～Let’s take pride in Y’s Men！～ 

 

 

「ワイズメンに誇りを持とう！」 

 

 今月の聖句                     吉田 俊一 

「言は肉となって、わたしたちの間に宿られた」 ヨハネによる福音書１章１４節 

                    マタイによる福音書 １章１５節 
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2017年 6月 21日(水) 6月第１例会報告   

19:00～ 一番町シェルブールにて 

会員： 阿部・荒木・伊勢・及川・加藤・門脇・ 

菅野・佐藤剛・佐藤善・佐藤健吾 

    多田・松本・村井  メネット：及川   

ゲスト：菊地弘生区 EMC委員長  

                    (会員：１３名 メネット１名 ゲスト１名) 

突然の“風雲嵐を呼ぶ”天候の下、「及川会長 1 年ご苦労様会」と「佐藤健吾さん入会式」

のＷ祝いを兼ねた今期最後の第 1 例会が行われた。佐藤剛ワイズの司会で順調に次第は進

み、及川会長挨拶の後、今期２度目の入会式となった。司式の村井ワイズの進行の下、声

高らかに「入会します」と佐藤健吾ワイズの声が響くと、会場内は大きな拍手と歓声に包

まれた。立会人の菊地弘生ワイズも満面の笑みであった。伊勢初代会長の「乾杯！」の発

声を待ちかねたように次々にグラスが空く様子は、及川会長への感謝と新入会員を迎えた

喜びの表れで、グラスを重ねる程、どの席も楽しげな会話に包まれて行った。クラブ活性

化とは正に此のことで、新メンバー入会は“クラブの推進力”と再認識した。酒量の増え

た中で「広瀬川主幹８月合同例会・藤崎ビアガーデン案」「９月第１例会コボスタ楽天応援

案」「１１月恒例茂庭荘お泊り例会案」等々の提案があり、７月キックオフ例会の折、年間

行事予定案として盛り込まれる事となった。 

次期も会長の任を担う及川ワイズメンとメネットに 

心から感謝をし、佐藤義人直前会長の閉会の挨拶、 

及川会長の閉会点鐘にて会場を後に。 

先ほどの「雨・風」が嘘のように止んだ街角は、 

まるで及川・佐藤健吾両ワイズへの祝福のようだった。 

 

夏季ユースリーダー委嘱状授与式 

７月８日（土） １９時～ YMCAサービス実習室  

 

 

 

 

 

 

６月第１例会報告 

在籍者 １８名 出席者 １３名 メイキャップ １名 出席率 ７８％ 

メネット １名 ゲスト・ビジター  １名 ニコニコ １４，０００円 

次代を担うユースリーダー 

加藤研メンはユース育成の委員

会の委員長を担う 

仙台広瀬川ワイズメンズクラブ

からは阿部松男メンが参加し 

ユースへエールを送った 

ユースとワイズの共存 

大切な時間だ 
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2017年７月５日(水) ７月第２例会報告 

仙台 YMCA203教室 18:45～20:00 

 

１． 開会点鐘                       及川会長 

２． ワイズソング・ワイズの信条               一同 

３． 会長挨拶                       及川会長 

４． 協議・確認 

① ２０１９年ワイズアジア・太平洋地域大会開催地の件   

 ② ７月１９日(水)キックオフ例会の件 

  ③ ８月合同例会の件 

５． 閉会挨拶                      佐藤剛副会長 

６． 閉会点鐘                        及川会長 

 

※７月１９日、総会、キックオフ例会が開催され、詳細が決まります 

※2017年―2018年の新役員も決定します 

 

 

 

2011年 3月、東日本大震災と共に 

産声をあげた仙台広瀬川ワイズメンズクラブ 

先輩クラブを見本とし７年目を迎えた 

自分を愛するように、隣人を愛する 

青少年のために YMCAにつくす 

世界的視野をもって、国際親善をはかる 

ワイズの信条を忘れる事無く 

自らに言い聞かせている 

2017年度もしっかり車輪を回します 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本区表彰 ２０１６年～２０１７年度 

仙台広瀬川ワイズメンズクラブ 

 

地域奉仕事業 

CS献金達成賞 

会員増強事業 

ノンドロップ（退会者ゼロ）賞 

ユース事業 

ロースター広告協力賞 
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メネット会はエプロンシアター作成作業に一生

懸命です。時間を見つけては松本メネット会長

を中心に取り組みを続けています。エプロンシ

アターが多くの園児、子どもたちの笑顔を引き

出してくれます。この素敵な取り組みは仙台広

瀬川ワイズメンズクラブの誇りでもあります 



及川 浩美会長 挨拶 

2017-18年度主題 「ワイズメンに誇りを持とう！」  

～ Let’s take pride in Y’s Men ! ～ 

 

仙台広瀬川ワイズメンズクラブ 会長 及川浩美 

 

 昨年度、なにも分からないまま無我夢中で会長職を務めさせていただきました。 

ご協力いただいたクラブ会員の皆様には感謝しかございません。さて今年度は？と思った

ら「及川さんはもう少し勉強のために続けてくれ」と、激励のようなイジメのような言葉

をいただき引き続き会長に就任致しました。皆様、また 1 年間どうぞよろしくお願い致し

ます。昨年は「笑顔を絶やさず」と主題を掲げ、まず自分たちが楽しめる例会やワイズ活

動を心掛けてきました。今年も楽しく参加しやすい例会や活動を目指すとともに、心に「ワ

イズメン・プライド」を忘れず、誇りを持って積極的にワイズ活動を行ってまいります。 

地域奉仕 CS では昨年、区より活動に対し表彰されました。クラブ皆様の努力の賜物です。

今年も同様に活動をすすめて行きます。会員増強 EMCについては昨年 1名、今年も早々に 1

名と新しい仲間が増え総勢 18名となりました。誇り高きワイズの理念をともに活動するた

めに今年は会員 20 名を目標にしていきます。国際・交流では DBC である金沢クラブの 70

周年記念式典に参加します。我が広瀬川クラブは今年設立 7 年目。祖父と孫のような関係

ですが、（会員の年齢は似たようなものですが、）歴史のあるクラブから教えをいただき今

後のクラブ運営に生かせればと考えております。 

今年の仙台市民の最大の関心事のひとつにプロ野球楽天イーグルスの快進撃があります。

オールスターまでの前半戦を首位で折り返し、4 年ぶりの日本一も視野に入って来ました。

今年の例会のひとつの目玉として 9 月に楽天イーグルス観戦例会を企画しました。好調楽

天イーグルスをみんなで応援しパワーをもらいましょう。また、昨年好評だったお泊り例

会を今年も行います。クラブ会員の絆がさらに深まればと思います。 

会長 2 年目ですが、すべてにおいて分かっていないことの方が多く危なっかしい運営が続

くかと思いますが、怖いもの知らずので、例会・各事業に向き合って行きます。どうぞ仙

台広瀬川ワイズメンズクラブをよろしくお願い致します。 

 

【７月・８月予定】 

 

７月１９日 キックオフ例会 

７月２９日 第１回北東部評議会（宇都宮） 

７月２６日～２９日 JCCCNC 親善交流  

８月２日 ８月第２例会 

８月２５日 ワイズ納涼合同例会 

 

編集後記 

2017年度のスタートです。YMCAの職

員親睦会に加藤メン、菅野メンが参

加しました。職員との交流が YMCA・

ワイズのパワーに繋がって行きま

す。仙台広瀬川ワイズメンズクラブ

ここからが勝負です K・A 
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