
 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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～ 

 

「水泳向上への決意」                          佐藤健吾 

 

 子どもの頃から水泳が苦手でした。顔に水がかかるだけで嫌でした。大人になってからも苦手

意識があります。これまで水泳からは何となく距離を置いてきたのも自覚しています。浮かない。

進まない。うまくいかない。できれば避けて通りたい・・・・道でした。 

今年は意を決し水泳を頑張ります。三日坊主にならないように気を付けます。 

 今年はＹＭＣＡの室内温水プールができて１００周年。ＹＭＣＡのプールと一緒に、また新た

な歴史の一歩を踏み出す１年にできたらいいなと思います。 

 

神様より「この４ヶ月間、君の水泳を見ていたぞ！上手になっていてびっくりじゃ！」 

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８月号ブリテン 通算第 75号 2017.8.21 

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 

「聖書に書いてあるとおり、キリストは、わたしたちの罪のために死に、葬られ、三日目に復活した」 

              コリント信徒への手紙一 １５章 ３節～４節（抜粋） 
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日時：2017年 7月 19日（水）18：45～20：30 

場所：仙台 YMCA 

出席者：阿部、荒木、伊勢、及川、加藤、門脇、菅野、佐藤（健） 

    佐藤（剛）、佐藤（善）、多田、松本、村井、吉田 

 

 出席者 14 名、欠席者からは委任状をいただき総会は成立。2017-2018 年度キックオフ例

会が行われました。 

及川会長より前年度の事業報告及び今年の活動予定案の提案があり了承されました。 

続いて新年度の役員が発表され、ほぼ全員が前年同様の役職を引き継ぎ、会長方針にもあ

る「ワイズメンズ・プライド」をもってクラブ運営を行っていくことで一致しました。 

門脇会計より前期決算報告、今期予算案の説明があり全会一致で承認されました。 

松本メネット会長よりメネット活動の報告があり、今年度も新たなエプロンシアターの製

作をし、西中田保育園への寄贈の計画であると発表されました。 

 昨年は「笑顔を絶やさず！」と楽しい参加しやすい例会を企画しクラブ会員の和を重視

して活動してきましたが、今年も引き続き例会に工夫を凝らし会員増強を図るとともに、 

仙台広瀬川ワイズメンズクラブの本来の目的である南大野田・加茂・西中田各保育園への

支援をどのような形で行えるか検討していきたいと思います。 

 

 

 

2017年８月２日(水) ８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２９日（土）北東部評議会報告 

③ ８月２５日(金)８月合同例会の件 

④ チャリティーラン・チャリティゴルフの諸連絡 

５． 閉会挨拶                      佐藤剛副会長 

６． 閉会点鐘                        及川会長 

７月第１例会報告 

在籍者 １８名 出席者 １４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  ０名 ニコニコ １３，０００円 
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☆JCCCNC ホスト報告 加藤 研 

  サンフランシスコの日本人街に設立された 

日系アメリカ人の NPO組織の皆さんが 

  7月 26～29日の間、来仙しました。 

この内ユース 18名が仙台 YMCAに連なる皆 

  さんのお宅にホームステイすることになり、 

我が家にも二人の男の子がやって来ま 

  した。「タイラー ツダマ君」「ジェイク ツタオカ君」共に１７才。曾祖父が広島 

  出身なので彼らは４世。数年間の日本語を勉強した為、初歩的な会話は可能。言葉に 

  困ったときは、文字で書いたり表情や体で表現すれば何も問題なく意思の疎通ができ、 

  初日は互いに緊張気味でしたが、時を重ねると「買い物に行きたい。」「昆布のおにぎ

りが食べたい」と心を開いてくれました。日中のスケジュールが確定していた為、ホ

スト家族だけとのオリジナルなひと時を持てなかった事はとても残念でした。歓迎会

でお二人の他に、お祖母さん・ご両親・ご兄弟までがご一緒に来仙されたと知り、大

変驚きました。また送別会ではユースの皆さん、ご家族の皆さんそれぞれがダンスを

披露した後、私ども共に彼らが米国で踊っている「盆踊り」を彼らの指導の下、楽し

く踊りました。最後にはご存知の曲「ヤングマン」が流れ、日系も日本人も舞台の上

で乱舞し、友好の絆をさらに深めました。東北学院榴ヶ岡高校の皆さんとの懇談の様

子はとても微笑ましく思えました。今改めて昔日本を離れ、異国の地で新たな道を切

り開いた先人達の「志」を「学びたい」と素直に思いました。「爽やかな風」が我家を

吹き抜けた、そんな素晴らしい体験でした。 

  東日本大震災時には多額の寄付をアメリカ中に呼びかけ、仙台 YMCA を支援頂いた

JCCCNC様に心から感謝致します。 
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≪東日本大震災復興支援≫ 

洗足音楽大学コンサート in 仙台 YMCA立町会館 

 

主催：横浜室内合奏団・公益財団法人仙台 YMCA 

共済：仙台ワイズメンズクラブ、仙台青葉城ワイズメンズクラブ 

   仙台広瀬川ワイズメンズクラブ、石巻広域ワイズメンズクラブ 

 

８月７日（月）、仙台 YMCA のホールにて 

コンサートが行われました 

来場者１４０名と大盛況の中 

綺麗な音が来場者の心に響き渡りました 

素敵な合奏、オペラなど 

人の心を魅了するコンサートとなりました 

合奏団の皆様に心より感謝致します 



「平和を祈る七夕」 

仙台七夕祭りの初日８月６日は、「ヒロシマ原爆被災の日」です。この日を忘れないために、

「平和を祈る七夕」市民のつどいさんは仙台七夕祭りの会場に「ノーモア ヒロシマ・ナ

ガサキ」の竹飾りを飾り続けて来ました。 

 今年も多くの支援者の皆様に支えられ、当日を迎えることが出来ました。私たちワイズ 

メン、メネット、ＹＭＣＡ職員も毎年微力ながら支援をさせて頂いています。 

 世界の平和を心から祈り、平和七夕の取り組みに敬意を表し、これからも仙台広瀬川ワ

イズメンズクラブとして携わって行きたいと思っています。 

例年１００万羽の折鶴が届けられておりましたが、今年は１３０万羽の折鶴が全国各地か

ら届きました。平和を祈る思いが広がって行くことを感じています。 

 また、東京の東村山高校、敬愛大学、会津の北嶺高校、神戸の啓明学院など、県外から

ユースの支援も沢山頂きました。神様と共に平和を祈りましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪素敵な飾りです。平和の鼓動が伝わって来ます≫ 

 

 

 

 

 

 

「平和七夕」Q＆A  

 

Q１平和七夕を飾る期間は？ 毎年仙台七夕の期間。８月６日～８日です 

Q２飾る時間は？           商店街の七夕と同じ時間です 

Q３どこに飾っていますか？ クリスロード商店街。ジョリビル・ダイエー前です 

Q４どんな飾りですか？ 全国から届けられた折り鶴を繋げた飾りです。１本の吹き流しに 

            約３，６万羽、５本で１８万羽の折り鶴が飾られています 
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2017-18 第 1 回北東部評議会報告 

 

日 時：2017年 7月 29日（土）13：00～16：30 

場 所：宇都宮 YMCA さくらんぼ幼稚園    

広瀬川クラブ参加者：及川、門脇 

 

 ２３名の参加で開催され開会点鐘、ワイズソングにより始まり、鈴木伊知郎新部長のあ

いさつでは広範囲にわたる北東部の更なる結束を呼び掛けられました。 

 続いて各事業主査、各クラブ会長による方針・活動計画が発表され、広瀬川クラブでは 

楽天イーグルス観戦例会やお泊り例会などの企画を紹介しました。 

東日本区役員会報告では第 28回アジア太平洋地域大会の仙台・石巻地域（主会場：仙台国

際センター）の開催地立候補が承認され、2019 年７月 19 日～21 日の日程で進めることと

なりました。どのようなお手伝いが出来るかはこれからの課題ですが、北東部としては全

クラブ全会員の参加を目指します。 

 協議事項として前期北東部決算承認の後、第 21回北東部会を９月 9日宇都宮グランドホ

テルにて開催することになりました。 

 また、東日本区栗本理事の方針に基づき北東部内にエクステンション委員会を設置し 

新クラブ設立を目指し会員増強に努めていきます。 

ユース・リーダーズ・アクト 2018の開催も承認されました。 

 各クラブより活発な意見が出され実りのある評議会でした。終了後、参加者全員で 

慰労会を行い 9月の北東部会での再会を誓い散会となりました。 

 

【私たちは障がいのある子どもたちを応援しています】 

第２３回 仙台ＹＭＣＡ インターナショナル・チャリティーラン２０１７ 

 

日 程：２０１７年９月２３日（祝） 

会 場：東北学院大学泉キャンパス 

決意：今年も仙台広瀬川ワイズメンズクラブ走ります 

 

 

８月２５日（金） ４クラブ納涼合同例会 

９月９日（土） 北東部会（宇都宮） 

９月１０日（日） 第一例会 楽天観戦 

９月１８日（祝） 金沢クラブ創立７０周年式典 

９月２３日（祝） チャリティーラン 

編集後記 

世界平和への祈り、そして平和への

行動、ＹＭＣＡの使命です。私たち

はできる事に精一杯取り組みます。

涼しい８月です。体調を整えて、元

気に秋を迎えます      K・A 
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