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巻  頭  言 

                 「どうしてこうなった」               菅野 健 

今年に入ってから、スポーツ界での不祥事が連続して報道されています。試合での暴力事件、協会の不祥事、選手と

所属団体間のトラブル・・・かつて大学でスポーツを指導した者として、現在もスポーツ団体の責任者を務めている者

として、大変恥ずかしい思いがしています。どの不祥事にも共通するのは、いわゆるスポーツ団体上層部・指導者の考

え方や行動に原因があり、所属する比較的若い方がそれを批判する、マスコミなどに訴えるというスタイルです。練習

中の厳しい指導はスパルタ教育と言われ昔からありました。それによって数々の栄冠を勝ち取れたことも事実です。し

かし、スパルタと暴力は別のものでした。指導者も指導を受ける者もその区別は判っていました。指導者は選手が怪我

をしてプレーが出来なくなるようなスパルタは行わず、練習後には指導者がフォローしました。その結果、著しく成績

が伸びた例はたくさんあります。 

最近はどうか。指導者が選手を憎く思っているような指導内容、選手もそれに強く反発し指導者ではなく外部に告げ

る。これでは信頼感は創られず反発と対抗心のみが生まれます。スポーツをやる目的は、規則を守り、自己を抑制し、

対戦相手を尊敬する心を養うものです。今一度、全てのスポーツマンは原点に戻って考えましょう。 

 

2018～2019年度 クラブ役員 

会   長 加藤 研 メネット会長 多田 純子 DBC 本野日出子 

副 会 長 伊勢 文夫 ドライバー 佐藤 健吾 地域奉仕 清水川 洋 

副 会 長 菅野 健 監   査 高篠 伸子 地域奉仕 阿部 松男 

書   記 多田 修 ＹＭＣＡ 佐藤 剛 アジア大会 及川 浩美 

書   記 佐藤 剛 会員増強 村井 伸夫 ブリテン 荒木 啓二 

会   計 松本 京子 会員増強 布宮 圭子 直前会長 及川 浩美 

会   計 門脇 秀知 ユース 佐藤 善人 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 9 月号ブリテン 通算第 88号 2018.9.18 

２０１８―２０１９年度 主 題（Theme） 

国 際 会 長   Moon Sang Bong （韓国）     「私たちは変えられる」 

アジア 会長   田中 博之   (東京多摩みなみ）   「アクション」 

東日本区理事    宮内 友弥  （東京武蔵野多摩）  「為せば 成る」 

北東部 部長   涌澤 博（仙台青葉城） 「チャンス到来 われら北東部から世界へ」 

クラブ 会長   加藤 研              「元気ですか？ ワイズで心の洗濯をしませんか！」 

                                                    

 

「ワイズメンに誇りを持とう！」 
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日 時: ８月２１日（火）18：30～20：45    

 場 所: 青葉区本町ｶﾙﾗﾋﾞﾙ 4Ｆ スターダスト 

 司 会: 仙台青葉城クラブ 菊地弘生 

１．開会点鐘 もりおかクラブ会長 三田傭平 

２．ワイズソング/ワイズの信条 一 同 

３．会長あいさつ 仙台青葉城クラブ副会長 車塚 潤 

４．部長あいさつ 北東部部長 涌澤 博 

５．ゲスト・ビジター紹介 司会 

６．聖句・食前感謝 川上直哉 

７．乾杯の発声 仙台広瀬川クラブ会長 加藤 研 

８．会食・歓談/報告・連絡事項 

（１）クラブ近況報告 各クラブ会長 

（２）アジア太平洋地域大会の動き 

（３）国際大会報告 

（４）仙台ＹＭＣＡより 

９．余興 ５クラブ対抗カラオケ大会 

１０．献金 西日本豪雨災害募金 

１１．閉会の挨拶 仙台クラブ 中川典幸 

１２．閉会点鐘 石巻広域クラブ 石川光晴副会長  

 

仙台広瀬川ワイズメンズクラブ参加者   

阿部、荒木、伊勢、門脇、加藤、菅野、松本、村井、多田メネット  ９名 

全参加者 ３９名 

 盛岡ワイズを加え、５クラブでの納涼例会。多くのゲストを迎え、元気よく例会が進んで行きました。

奉仕の心を胸に刻みつつ、終始笑顔で例会は盛り上がっています。カラオケ大会では我が仙台広瀬川ワイ

ズメンズクラブが優勝を掴みとりました。そして最優秀賞には松本ウイメンが輝きました。各クラブの近

況報告を聞くと、互いの刺激となり、新年度の取り組みにも意欲が湧いて来ます。今後も盛岡ワイズを含

め、５クラブがより協力関係を築きながら、東北を盛り上げて行きたいと思います           （荒木啓二） 

8月第 1例会報告 

在籍者 17名 出席者 8名 メイキャップ  2名 出席率 59％ 

メネット 1名 ゲスト・ビジター  0名 ニコニコ       円 

               今月の聖句                菅野 健 

あなたは苦難に遭う貧しい者の砦（とりで）、豪雨を逃れる避け所、暑さを避ける陰となられる。 

                                 イザヤ書 ２５章４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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全員で力強く 乾杯！ 

加藤会長の熱唱！ 

豪華料理に舌鼓！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月１９日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第 1例会 

９月２２日（土） 第 22回 北東部部会 13:00～ 
９月２２日（土） 仙台ワイズメンズクラブ設立 70周年記念祝会 15:30～ 
９月２３日（祝） 第 24回仙台 YMCA ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾁｬﾘﾃｨｰﾗﾝ 2018  
９月２６日（水） 国際地域協力募金実行委員会 19:00～ 

１０月 ３日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第 2例会  
１０月 ６日（土）～８日（祝） 第 49回全国 YMCA リーダー研修会 仙台 YMCA・山端蔵王 
１０月１７日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第 1例会 
１０月１８日（木） 第 21回仙台 YMCA チャリティゴルフ 

仙台広瀬川９月第２例会 

2018年 9月 5日(水)「9月第 2例会」 18:45～20:00 仙台 YMCA 

参加者：阿部・荒木・伊勢・佐藤剛・門脇・多田・松本 

ゲスト：涌澤博北東部部長、仙台青葉城 菊地弘生氏 

黙祷 

１． 開会点鐘               伊勢副会長 

２． ワイズソング             一  同 

３． ワイズの信条             一  同 

４． 会長挨拶               伊勢副会長 

５． 協議・確認 

①理事通信の確認 

②会長報告(クラブの活動及び区・部や他クラブからの連絡確認) 

   １．北東部評議会・アジア大会他について（涌澤氏より） 

   ２．そのほか 各実行委員会担当者より 

③クラブ各担当者から会員への提案・報告他  

    ⅰ９月例会について・・ｴﾌﾟﾛﾝｼｱﾀｰ発表会を予定 

    ⅱ＜各担当者より＞ ブリテン 巻頭言 菅野メン 

    ⅲYMCAから連絡・報告  

クリスマス委員会 募金委員会 確認 

６．閉会点鐘               伊勢副会長 

 
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 10ヶ月 

編集後記 

私の実家は北海道の小樽市。関西地区の台風災害を痛み、祈っ

ていた矢先に北海道の地震災害。７７歳の母親は「怖い怖い」と

ベットの中で震えていました。７日、22時に電気が復旧し一安心。

北海道の復興を祈らずにはいられません。      （K・A） 

リーダーズフォーラム 報告 

日 程 2018年 9月 7日～9日 

会 場 東京 YMCA 山中湖センター 

仙台 YMCA参加者 

鈴木綺乃さん 東北福祉大学１年 

鈴木萌香さん 東北福祉大学１年 

今年も仙台 YMCAから２名のユースが参加して来ました。

今回残念ではありますが、仙台広瀬川ワイズメンズクラ

ブは不参加でした。３日間、ユース、ワイズ共に貴重な

時間を過ごしたのではないでしょうか。ユース事業委員

会 YVLF実行委員長、長津徹メン（東京サンライズワイズ

メンズクラブ）をはじめ、事務局を担って頂いた、とち

ぎ YMCAの佐藤実千代さん、尽力頂いた多くの方々に感謝

申し上げます。 

【参加者の感想】 

３日間学び、気づきの連続でした。参加者から得たもの

は多く、有意義な時間となりました。「子どもたちに全力

で向き合う」大切さを学びました。各地のワイズの皆さ

まには色々とアドバイスを頂きました。リーダーズフォ

ーラム参加に伴い、多くの方々の支援を頂きました。今

後に活かします。心より感謝いたします。（鈴木萌香） 

【私たちは障がいのある子どもたちを応援しています】 

第 24回 仙台ＹＭＣＡｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・チャリティーラン 2018 

日 程：２０１８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は走ります 

 

 

加藤 研会長は今年

も激走します。 

実行委員の及川メ

ン、剛メン、健吾メ

ンは毎日準備に追わ

れています！！ 
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