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巻頭言                松本 京子 

『エプロンシアターに心を込めて』 

メネット会活動で何か出来ないかなーとみんなで話しをしていたら加藤真紀子さんから「エプロンシアターを作って

みない」との提案があり始まりました。これまで３作品を保育園にお届けすることが出来ました。子供たちの目の輝き

に出会うこととなり、今は満足と生きがいを感じています。もともと手芸の不得意な私が、継続して出来る活動になる

なんて夢のような出来事です。YMCA には保育園、幼稚園、児童館などが１０施設もあり、各施設に寄贈できるよう、4

人のメネットで目標をたてています。子供たちの輝いたひとみが私達の和を力強くしてくれています。お話し上手な保

育士さんに恵まれた事もありますが、一針一針心を込めて縫い上げた動物や食物が生き生きと見違えってくる姿がエプ

ロンの中で寸劇となります。クラブの主な事業の一つになって広がってくれるよう望みます。次の作品のテーマや内容

が次々と湧き出るようになり、楽しく年間の活動事業となれるよう頑張って行きたいと思っています。心を込めた次の

作品はあなたの施設へ届けられます。もうしばらくお待ちください。 

2017～2018年度 クラブ役員 

会   長 及川 浩美 会員増強 村井 伸夫 地域奉仕 多田 修 

副 会 長 佐藤 剛 YMCA 清水川 洋 地域奉仕 伊勢 文夫 

書   記 加藤 研 YMCA 佐藤 健吾 地域奉仕 阿部 松男 

会   計 門脇 秀知 国際・交流 佐藤 善人 ブリテン 佐藤 健吾 

監   査 高篠 伸子 国際・交流 菅野 健 ブリテン 荒木 啓二 

ﾒﾈｯﾄ 会長 松本 京子 国際・交流 本野日出子 直前会長 及川 浩美 

ドライバー 菅野 健 ユース 布宮 圭子 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 

   2018 年 5 月号ブリテン 通算第 84号 2018.5.16 

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                菅野 健 

あなたがたは皆、信仰により、キリスト・イエスに結ばれて神の子なのです。  ガラテヤの信徒への手紙 

3章 26節 

                            

 

「実に、すべての人々に救いをもたらす 

テトスへの手紙 2章 11節 
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日 程：２０１８年４月１８日（水） １９時～２１時 

参加者：阿部、荒木、伊勢、及川、門脇、菅野、高篠、多田、本野、松本、村井、 

ゲスト：門間氏  メネット：多田メネット 

 今年も「お花見移動例会」が実施されました。会場となったのは国分町にある「コンテ

ィニュー」仙台広瀬川ワイズメンズクラブ馴染みのお店です。 

 本野ウイメンの名司会で例会は進み、ＹＭＣＡバザーへの取り組み、北東部評議会の確

認がなされました。及川会長の挨拶を頂き、宴がスタートしました。 

乾杯の後は松本ウイメンが用意してくれた「お花見弁当」に舌鼓を打ちました。「食べや

すいな～」「団子も入っているね」と大好評でした。お酒もすすみ、恒例のカラオケタイム

を迎えました。トップバッター及川会長の若さに感動し、門間氏の楽天球団の応援歌で盛

り上がり、伊勢メンの昭和の味に聞き惚れ、松本ウイメンの誠実な歌を堪能し、菅野メン

の世界に酔いしれました。カラオケ好きの我が仙台広瀬川ワイズメンズクラブ。終わりを              

迎えるまで、マイクはお店の中を回り続けました。 

多田メンの５２歳の誕生日を祝福し、

松本京子バザー委員長にエールを送

り、例会は無事終了となりました。 

この日、仙台の地下鉄は停電の為、

運行不能となり大混乱・・・・。そ

んな中、コンティニューのお店では

延長戦が始まったようです。長い夜

は続きました・・・。 （荒木啓二） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4月第 1例会報告 

在籍者 17名 出席者 11名 メイキャップ 2名 出席率 76％ 

メネット １名 ゲスト・ビジター  1名 ニコニコ 10,000円 

５月２日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第 2例会 

５月８日（火） メネット会 エプロンシアター製作 10:00～14:00 

５月１６日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第 1例会 

５月２８日（月） 第 3回ＹＭＣＡバザー実行委員会 19:00～20:30 

６月６日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第 2例会 

６月１０日（日） 仙台ＹＭＣＡバザー 10:00～14:00 

６月２０日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第 1例会 

６月３０日（土） 仙台ＹＭＣＡ大会 立町会館 
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北東部評議会ご報告 仙台広瀬川５月第２例会 

若い力は絶大です 

 

4月 21日、宇都宮さくらんぼ幼稚園にて今期最後の評議会が開

催されました。天気は快晴で 4月とは思えないくらいに気温が上

がり絶好のドライブ日和でした。どこかに寄り道したくなりそう

なのを我慢して宇都宮へ向かいました。最初に鈴木部長より、現

在北東部のバナーを製作中で東日本区大会にて初披露する予定で

あると報告がありました。皆さん楽しみにしていてください。協

議事項として、次々期部長に現部長である宇都宮東クラブ鈴木伊

知郎氏が推薦されました。2019年 7月仙台開催のアジア大会に向

け、部長の役割が重要であることに鑑み、最初から準備に取り組

んでおられる鈴木氏が適任とのことで満場一致で決定しました。

さらに 2019年度の北東部会をアジア大会期間中に開催すること

も承認されました。 

次期部長の仙台青葉城クラブ涌澤博氏より次期役員の提案があ

り新体制が決まりました。最後に仙台クラブ横倉会長より、今年

の 9月 22日に行われる北東部会の後に仙台クラブの 70周年記念

式典を開催しますので多くのご参加をお願いしたい、とのお話が

ありました。次回の評議会は新部長のもとで開催されます。北東

部の更なる発展を期待します。        （及川浩美） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 2018年度、仙台ＹＭＣＡでは新入職員が多く採用され

ています。例会でＹＭＣＡを訪れると、パワー全開のスタ

ッフの皆さんに力を貰います。笑顔で挨拶、元気な対応。

今回のバザー委員にも新入職員が名を連ねました。 

早坂和佳奈さん       中村 彩さん 

 

 

 

 

 

学校法人 仙台ＹＭＣＡ学園   NPO法人 

健康教育事業部所属       アフタースクール担当 

 

☆「2018年 5月 2日(水)5月第 2例会報告」仙台 YMCA203 

参加者：阿部・荒木・伊勢・及川・加藤・門脇・佐藤善・松本 

時間：18:45～20:00 

黙祷 

１． 開会点鐘               及川会長 

２． ワイズソング             一  同 

３． ワイズの信条             一  同 

４． 会長挨拶               及川会長 

５． 協議・確認 

① 理事通信の閲覧・確認 

② 会長報告 

ⅰ 東日本区大会 沼津 ６月２・３日 参加 菅野メン 

ⅱ 北東部バナー 区大会で初披露する予定 

③ 各担当者から   

ⅰ５月第１例会 企画：加藤 司会：佐藤剛 

 内容：国際ホテル専門学校留学生を招いての交流会 

日時：５月１６日(水)１８：４５～ 

会場：仙台 YMCA立町会館 ２０３教室 

ⅱ 仙台広瀬川ワイズメンズクラブのバザー企画 

 ◆昨年に引き続き、ゆでとうもろこし、漬け物販売を中心 

  に進めて行く 

ⅲ YMCAから、バザーの物品依頼 

 ◆まだ物品が不足している。広く声をかけて頂き、物品収集に

協力をお願い致します 

ⅳ ブリテン巻頭言 松本ウイメン 

 

５．閉会挨拶                 佐藤善人 

６．閉会点鐘                 及川会長 

 

次期会長 加藤研メンは積極的な準備を進めております 

                献身的な働きに感謝致します 
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～５月聖句を振り返りましょう～ 

あなたがたは皆、信仰により、 

キリスト・イエスに結ばれて神の子なのです。 

『ガラテヤの信徒への手紙』3章 26節から 

 

 万事に抜け目ない息子と、何をやっても駄目な息子がいたとし

ます。しかし、もし真の愛を持つ父親であるならば、二人の息子

にかける愛情に少しの優劣もないでしょう。父親は等しい愛をも

って、二人の息子たちをそれぞれにふさわしく養い、教育し、保

護するでありましょう。何ができるか、できないではなく、息子

であるということに意味があるからです。クリスチャンも同じで

す。私たちは皆、等しく神の子供です。何が出来るとか、出来 

ないとか、それで私たちに注がれる神の愛に変化はありません 

＜心に響く聖書のみ言葉より抜粋＞ 

ワイズの皆さんと共にバザーを盛り上げて行きます。 

今後もよろしくお願いしま～す。  早坂・中村 より 

 



仙台 YMCA バザー開催 

 

東日本地区 YMCA 理事・常議員 

             総主事研修会 

物品寄贈お願い致します 

６月１０日（日）１０時～１４時まで、仙台ＹＭＣＡの立町会

館に於いて仙台ＹＭＣＡバザーが開催されます。今年度のバザー

実行委員会の委員長は我々の仙台広瀬川ワイズメンズクラブから

松本京子ウイメンが選出され、取り組んでおりました。 

バザー得られた益金の全ては、子どもたち支援、ボランティア

支援に用いられます。 

 現在実行委員会では「物品寄贈のお願い」を広く告知しており

ます。ご家庭に眠っている未使用の物がありましたら、ご寄贈下

さい。よろしくお願い致します。 

 仙台ＹＭＣＡのバザーを覗いてみましょう！！ 

 

【早朝からテント立て】 

全員が協力をして 

バザー成功に向かいます 

 

 

                【家族で作品作り】 

                ファミリーで楽しめる 

                それが仙台ＹＭＣＡバザー 

 

 

 

【屋台も本格的】 

仙台市への申請も 

しっかり行います 

美味しい！！ 

 

 

                  【子ども広場】 

                 ボランティアリーダーが 

                   大活躍です 

                     

 

【物品バザー会場】 

４階は物品バザー会場 

大盛況の室内は 

 掘り出し物が沢山！ 

 

 

【ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ】 

多くの方々に 

支えられて 

います 

 

日 時：2018年 4月 28日（土） 10:30～15:30 

場 所：東京ＹＭＣＡ 社会体育・保育専門学校 演習室 

主 管：とちぎＹＭＣＡ 

内 容：組織の刷新と活かす若者のちから 

基調講演：株式会社キリスト新聞社  

             代表取締役社長 松谷信司氏 

 

ワイズメンとしてではなく、菅野会長、村井総主事、荒木スタ

ッフとして研修会に参加させて頂きました。教会の現状、また若

者の現状をご自身の改革を含め、貴重な講演を頂きました。 

 ブランディングを推進しているＹＭＣＡはもちろんですが、ワ

イズメンズクラブに対してもヒントがあったと感じました。ワイ

ズのメンバーも高齢化が進んでおり、新規会員獲得に各クラブ苦

戦をしています。ＹＭＣＡの若手スタッフ、ユースリーダーにと

ってワイズの空間はどのように映っているのでしょうか。仙台Ｙ

ＭＣＡでは２月の全体職員会議で「ワイズメンズクラブ理解」を

次期北東部会長の涌澤 博さん（仙台青葉城ワイズ所属）に講演

頂きました。150名の職員との距離を縮められた時間でした。 

 ワイズの楽しさ、行っている事の素晴らしさ、もっともっと若

者が受け止められる言葉で、姿で、広めて行きたいものです。ワ

イズの例会では「職員の方々も是非ご参加下さい」とご案内はす

るものの、反響はいまひとつ・・・・。仙台ＹＭＣＡはワイズと

職員の交流する場は多いと自負しています。担当の私が更にワイ

ズ理解を深め、職員に発信して行く使命を感じています。ワイズ

用語なども和訳・翻訳をして、若者に広げる事も必要であると実

感した１日でした。               （荒木啓二） 

皆が理解できますように・・・・！！ 

DBC：国内兄弟クラブ 

EMC：クラブ拡張・会員増強・維持啓発運動  

CS：地域社会・隣人奉仕活動 

TOF：断食の時 
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ワイズメンズクラブ 

２０１９年第２８回 

アジア太平洋地域大会 

 

開催日：2019年 7月 19日（金）～21日（日） 

 

開催会場：仙台国際センター 

            あと１４ヶ月 

編集後記 

バザーから始まる一年。チャリティラン、チャリティゴルフ、

仙台 YMCA クリスマス、国際地域協力募金活動、タイ農村ワーク

キャンプ、ピンクシャツデイ、仙台広瀬川ワイズメンズクラブも

より積極的な一年になりますように          （K・A） 


