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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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９月号ブリテン 通算第 76号 2017.9.21 

～巻頭言～ 

「心の時代」                         伊勢文 

 毎週日曜日の朝５時から NHK教育テレビで放映される「心の時代―宗教と人生」を欠かさず見

ていた。大変勉強になった。種々色々な宗教、宗派の立派な方々から１時間みっちりお話を頂く。 

聞き手の方も上手く話を引き出され心を打たれる内容である。もう一度見たい時は再放送を録画

して繰り返し見ていた。職場に録画を持って行き、皆とディスカッションをした事もあった。 

私は生きる上で大切な言葉がほしい。少しでも「ことわざ」に近い経験をしたり、努力をした

りして・・・１年に「ひとつ」か「ふたつ」はこなしたいと目標を立ててきた。 

 殺伐とした世の中、神様の言葉と対話できることを特に必要としているに違いない。 

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 

聖霊によらなければ、だれも「イエスは主である」とは言えないのです 

コリント信徒への手紙一 １２章３節 （抜粋） 
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８月・５クラブ合同納涼例会 

日 時 ８月２５日(金) １９時～２０時３０分 

場 所 藤崎ビアガーデン 

参加者 鈴木北東部長、仙台ワイズ １３名 仙台青葉城ワイズ ９名   

石巻広域ワイズ ４名  もりおかワイズ ２名 

    仙台広瀬川ワイズ 

菅野 及川 阿部 村井 佐藤（健）松本 多田 佐藤（善）伊勢 加藤 

門真さん 荒木 及川メネット 加藤メネット 多田メネット 

雨空が続く正にその一瞬の晴れ間の夕刻、ワイズ始まって以来初めての「屋上ビアガーデ

ン例会」がオープン。４０名を超える出席者は「夏を取り戻せ！」の気概の表われか、定

刻に集合。すぐにでもジョッキを片手に「カンパーイ」発声を待つばかり。しかしそこは

流石ワイズメン。場所は変わろうと「逸る心を沈め」、もりおか井上会長の開会点鐘、ワイ

ズソング、広瀬川及川会長挨拶、村井メンの食前感謝といつもの通りの進行となり、青葉

城加藤会長の「乾杯の発声」で念願の「ビール」を「ゴクリ」…。ビールだけでなく、飲

物・お料理共ふんだんに取り揃えられて、老舗の気配りに大満足。宴もたけなわ、鈴木北

東部長から「是非部会に出席を」のお言葉を頂きました。各クラブの近況報告や「ビアガ

ーデン」にまつわるクイズを楽しみ、アッと言う間の一時でした。そして今回の最大の“目

玉”出席者全員に「お土産」をお渡ししました。今回の企画担当、松本ウィメンが「仲間

と仲間の架け橋」になるようにと、洒落て「箸」を用意しました。(定価は数千円するとの

ことです)そしてさらには、各クラブ例会用の「お菓子」まで用意下さいました。その「お

もてなし」に本当に感謝です。暑さ知らずの今年の夏でしたが、最後の最後に「熱い心の

夏日」を過ごすことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月第１例会報告 

在籍者 １８名 出席者 １１名 メイキャップ １名 出席率 ６７％ 

メネット ３名 ゲスト・ビジター  １名 ニコニコ １０，６００円 
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９月第２例会報告 

 

 

 

日 時：9月 10日（日）午後 1時より 

場 所：楽天 Koboパーク宮城 

参加者：鈴木北東部長、 吉田さん、今澤さん、中川さん（仙台クラブ） 

    菊地さん、菊地メネット、涌澤さん（青葉城クラブ）黒田さん（石巻広域クラブ） 

    及川、加藤、門脇、伊勢、菅野、佐藤（善）、阿部、多田 

松本、高篠、村井、荒木、佐藤（健）、布宮ファミリー3名（広瀬川クラブ） 

 

 プロ野球、4月開幕から首位を快走する楽天イーグルスの観戦例会を企画したのは 7月で

した。ところが 8 月に入り天候は夏の日差しには程遠い雨の毎日。それと同時に楽天イー

グルスの調子もガタ落ち。3位で迎えた観戦例会と 

なりました。天気も心配されましたが、8月には見ら 

れなかった参加者 24名の思いがこもった素晴らしい 

快晴のもと、皆で熱心に応援しました。 

試合はエース則本投手の力投で緊迫した投手戦。 

嶋選手のタイムリーで 1点リードの 

7回には全員で赤のジェット風船を打上げ 

ボルテージは最高潮。 

最後はリリーフ松井裕樹が見事抑えて楽天イーグ

ルスが勝利し歓喜の白い風船が天に舞いました。 

久々の勝利で球場全体が盛り上がっているなか参

加者全員が笑顔でハイタッチ。皆で楽天イーグル

スの応援歌を合唱し楽しい観戦例会となりました。 

 

 

遠いところからご参加いただいた鈴木北東部長をはじめ、参加者全員。そして当日は参加

出来ませんでしたが、この企画にご賛同ご協力いただいたすべての方々に感謝いたします。 

参加者がひとつになれる、またこのような企画がやれるといいですね。 

 

【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 
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◆西中田保育園へ「エプロンシアター」を贈呈 平成 29年 8月 25日 於）西中田保育園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ８月２５日（金）、仙台広瀬川ワイズメンズクラブメネット会の皆様から、エプロンシア

ターの寄贈を頂きました。心から感謝致します。 

昨年、南大野田保育園に寄贈頂き、大好評と聞いていたエプロンシアター！！現在、西

中田保育園保育士は子どもたちへの発表に向けて日々お稽古をしている最中です。子ども

たちも保育士も今から楽しみにしています。 

もうすぐ西中田保育園でもメネットさんから寄贈頂いた、エプロンシアターが活躍いた

します。その様子は追って報告させて頂きます。 

 お祭り、イベントのサポート、また今回のように心温まる寄贈、ワイズの皆さん、メネ

ットの皆さんに保育園スタッフ一同感謝しております。 

   

ＹＭＣＡ西中田保育園園長 高松成士 

 

第 30回ユースリーダーズフォーラム開催 

「今、ユースボランティアリーダーに求められること」 

 

日 程 2017年 9月 8 日（金）～10日（日） 

場 所 東京ＹＭＣＡ山中湖センター 

ユース参加者  31名 ワイズ参加者 30名 

今年も山中湖センターで実施されました。仙台ＹＭＣＡからは NPO で活躍している、仙

台大学２年生、佐藤万春（さとうまはる）さんが元気に参加して来ました。大切な体験、

経験、学びの時間を持ち帰ってきたようでした。佐藤さんは現在も元気に活動を続けてい

ます。機会があれば、様々な学びを例会や、リーダートレーニングでシェア頂きたいと考

えています。 
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北東部会報告 

 

日 時：2017年 9月 9 日（土） 

場 所：宇都宮グランドホテル 

広瀬川クラブ参加者：阿部、加藤、門脇 

 

夏の雨空が嘘のように晴れ上がった好天に恵まれ、仙台３クラブと石巻クラブ計１５名(内

広瀬川は３名)を乗せたマイクロバスは、一路宇都宮へ。国見を過ぎ、安達太良サービスエ

リア到着前、進行方向右側にくっきりと見えた「吾妻小富士」は息をのむほどの美しさで、

暫しプチ旅行気分を感じました。女性陣のご希望で餃子の有名店「珉珉」で昼食をと思い

ましたが、３０人以上の順番待ちに断念！会場近くの「海鮮」食堂で一息。安くて美味し

かったです。会場の宇都宮グランドホテルは「昭和天皇」が宿泊した格式あるホテルで、

その庭園は「さすが」の一言でした。部会には 73名の出席があり、開会点鐘・ワイズソン

グ・お祈りと粛々と進行しました。「各クラブの良いところ」を発表の際は「メネット活動

の活発さが我クラブの支え、原動力です。」と皆様にお伝えしました。講演会のタイトルは

「認知承認になっても繋がる人」と題して宇都宮東クラブの金澤林子さん(認知症の人と家

族の会栃木県支部長)のお話をお聞きしました。「介護の家族の大変さ」「認知の当事者にな

るかも知れない不安」深く考えさせられた一時でした。引続きの「宇都宮東クラブ設立 25

周年記念例会」はゴスペルコンサート等の企画で明るく楽しい雰囲気で進行されました。

特筆は″お料理″でしょうか。その味を十分堪能しました。夕刻次回の再会を約束し無事

閉会となり、私たちもマイクロバスに揺られ、午後 10時少し前に仙台に到着しました。皆

様、ご苦労様でした。 

 

9 月 23日（祝） 仙台ＹＭＣＡチャリティーラン 場所 東北学院大学泉キャンパス 

10 月 7日（土）～9日（祝） 全国ＹＭＣＡリーダー研修会  主管 広島ＹＭＣＡ 

10 月 18日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ 10月第一例会 

10 月 19日（木） 仙台ＹＭＣＡチャリティゴルフ 場所 泉国際カントリー倶楽部 

10 月 21日（土）～22（日） 被災地交流サッカー大会    場所 東北学院大学泉キャンパス 

編集後記 

暑い夏？涼しい夏？地域により皆さんの夏はそれぞれですね。仙台はスピードをあげ

て秋が近づいています。平和な秋、どんな事があっても世界の人々の命が守られます

ように・・・。豊かな社会、笑顔の世界が一番です            K・A 
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