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巻  頭  言 

及川浩美 

「おはよう！」 

 先日深夜、仙台市内の住宅で 6 人が死亡するという痛ましい火災がありました。原因は居間の石油ファンヒーターの

燃え方が激しいとの事。最近の朝晩の冷え込みでヒーターを使い始めたばかりの不注意と思われます。何の罪もない普

通の家庭が一瞬に崩壊してしまいました。また今年は特に各地で豪雨、猛暑、地震、台風などの災害が発生し、多くの

方々が一晩にして犠牲になりました。 

 私も先月、知人の突然の訃報に接し悲しみとともに驚きの方が先にたってしまいました。人の命は儚いとは言います

が、災害にかかわらず毎日のように事故、病気により昨日まで元気だった人が亡くなります。考えたくはありませんが、

これもまた現実です。普通に怠惰な毎日を過ごしている私ですが、一日仕事をして家に帰りお風呂に入り夕食とお酒を

少々？いただいて眠る。次の朝、目が覚めて家族に「おはよう！」といえる当たり前の生活が、実はとても貴重な事な

んだなぁと最近つくづく感じております。挨拶の大切さは、人と人とのコミュニケーションのツールという以前に、お

互い生きているという証でもありますね。皆さん、今日も奇跡のような朝に感謝して元気に大きな声で挨拶しましょう。 

「おはよう！」 

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 11月号ブリテン 通算第 90号 2018.11.17 

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: １０月１７日（水）18：45～20：30    

場 所: 仙台 YMCA立町会館 サービス実習室 

仙台ワイズ：阿部メン、今澤ウイメン、小幡メン、佐々木ウイメン、鈴木担当主事、高松メン、 

      田中ウイメン、田村ウイメン、中川メン、横倉メン、吉田ウイメン     

仙台広瀬川ワイズ：加藤メネット、多田メネット、阿部、荒木、伊勢、及川、門脇、加藤、菅野、多田、松本                         

 菅野メンと仙台ワイズ横倉メンの大企画がサービス実習室で行われました。仙台青葉城ワイズからも多くのゲストを

招き、また仙台ＹＭＣＡスタッフの皆さまにお声をかけ、熱気ムンムンの芋煮例会がスタートしました。美味しい美味

しいみそ味の芋煮（仙台風）、こくがたっぷり醤油味の芋煮（山形風）、どちらも人気があり、何杯もお替りに立ち上が

るワイズメンでした。話しも盛り上がり、アルコールも適量に体内に注入した所で、仙台ワイズの歴史をスクリーンで

鑑賞させて頂きました。「○○さん若いな～」「小幡さん痩せているね～」「北東部会の・・・・」仙台ワイズだけでは無

く、青葉城、そして我ら広瀬川のメンバーも思い出が蘇って来ます。長きにわたり尽力頂き天国に召された先輩、仲間、

家族、あの笑顔、あの優しさが懐かしく感じます。天国から見ていた皆さんは「合同芋煮例会って・・・酒飲みたいだ

けだな～」って笑っておられるのでしょう。これからも機会を見つけ、石巻広域ワイズを含め４ワイズが交流できる場

を設けて行けたらと思っています。仙台ワイズの皆さま、中川会長、今回はありがとうございました。（荒木啓二） 

 

 

 

 

 

 

 

10月第 1例会報告 

在籍者 17名 出席者 9名 メイキャップ  3名 出席率 71％ 

メネット 2名 ゲスト・ビジター  3名 ニコニコ 11,500 円 

１１月１６日（金） 国際地域協力募金実行委員会 １９時～ 
１１月１９日（月） 仙台 YMCAチャリティゴルフ実行委員会 １９時～ 
１１月２３日（祝） 国際地域協力募金 街頭募金 
１１月２３日（祝） 第 2回北東部評議会（宇都宮） 
１１月２３日（祝）～２５日（日） 第 20回 仙台ＹＭＣＡ大会 東山荘 
１１月２６日（月） 仙台 YMCAクリスマス実行委員会 １９時～ 
１１月３０日（金） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第 1例会 茂庭荘 
１２月 １日（土） 仙台ＹＭＣＡクリスマス  立町会館 １８時～ 
１２月 ５日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第 2例会 

１２月１５日（土） ユースリーダー委嘱状授与式 立町会館 １９時～ 

１２月１９日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ≪クリスマス例会≫  

                 今月の聖句                菅野 健 

  あなたは豊作の年を冠として地に授けられます 

                                 詩編 ６５章１２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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仙台ワイズ 中川会長ご挨拶 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【仙台広瀬川ワイズメンズクラブ 11月第 2例会報告】 

 

2018年 11月 7日(水) 「11月第 2例会」 18:45～20:00仙台 YMCA 

参加者：阿部・荒木・伊勢・加藤・門脇・菅野・佐藤剛・佐藤善・

多田・布宮・松本 

加藤メネット・多田メネット・土橋敬太さん（YMCA） 

黙祷 

１． 開会点鐘  加藤研会長 

２． ワイズソング  一同 

３． ワイズの信条  一同 

４． 会長挨拶    加藤研会長 

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．チャリティゴルフ・被災地交流サッカー大会・区／北東部関係 

ほか 

③クラブ各担当者から会員への提案・報告他 

①＜例会関係＞ 

11月第 1例会関係「お泊り例会 in茂庭荘」 

      12月クリスマス例会 １９日予定 

   ②＜各担当より＞ 

    ブリテン原稿依頼・各実行委員会報告・CS 関係・Ｙクリ

スマス・国際協力募金・各施設催し等 

③YMCAから連絡・報告 

６．閉会挨拶 伊勢副会長 

７．閉会点鐘 加藤会長 

（多田 修） 
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第 21回仙台ＹＭＣＡチャリティゴルフ大会 

１０月１８日（木）泉国際ゴルフ倶楽部にて第２１回仙台Ｙ

ＭＣＡチャリティゴルフが開催されました。 

今年は晴天の中でのスタートでした。参加者の皆さまは秋

晴れの下、それぞれ思い思いのゴルフを楽しんでいました。

チャリティゴルフの開催にあたり「支援を必要としている子

どもたちを励ます」の趣旨をご理解いただき、今回は９２名

の方々が参加してくださり、名古屋、東京、栃木など遠方か

らの参加者もいらっしゃいました。当日の運営はチャリティ

ゴルフ実行委員およびボランティアに支えられ、スムーズに

進行されました。また、皆様のご協力のもと、たくさんの協

賛品が寄せられ、参加者の皆様に喜んでいただけました。た

くさんの皆様のご協力に支えられ、イベントが無事に終了で

きたことを感謝申し上げます。        （山野克俊） 

メネット会 エプロンシアター 

～勢いが止まりません～ 

 

 子どもたちに夢を、笑顔を与え続ける仙台広瀬川ワイズメ

ンズクラブの宝「エプロンシアター」早くも第５作目が完成

いたしました。詳細は追ってブリテンにて掲載予定です。 

 

第１作目 『ニンジン大好き ウサギさん』南大野田保育園 

第２作目 『キレイ天使とバイキン魔王』  西中田保育園 

第３作目 『ネズミくんのびっくり誕生会』ＹＭＣＡ幼稚園 

第４作目 『かくれんぼ だあれ？』      富沢児童館 

第５作目 『三びきのこぶた』      南大野田保育園 

今回、南大野田保育園に寄贈させて頂きました 

 

次回作の第６作目は 

『ねんねんころりん』になります。 

（多田純子） 

国際地域協力募金・街頭募金活動 

１１月２３日（祝）、１２月２３日（日） 

午後１３：００～１４：３０仙台市内、一番町を中心に街頭募金活

動が行われます。仙台広瀬川ワイズメンズクラブも毎年多くのメン

が参加しており、盛り上げ役を担っております。今後も仙台広瀬川

ワイズメンズクラブは積極的に協力を進めて行きます！！   

                      （荒木啓二） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被災地交流サッカー大会開催 

１０月２０日（土）～２１日（日）標記大会が開催されました。今年で６回目を迎えました、被災地小学生サッカー交流開

催にあたり、４ワイズメンズクラブのみなさまには、多大なるご支援、ご協力を賜り心より感謝申し上げます。 

 初日は雨の中での開催となりましたが、２日目は晴天の中、熱戦を繰り広げました。多くのワイズ、ウイメンの皆さまが会

場に駆けつけていただき、応援いただきましたことに感謝いたします。広瀬川からは阿部メン、菅野メン、加藤メンに夜の懇

親会を盛り上げていただきました。被災地の指導者はとても喜んでおりました。重ねて感謝いたします 

 サッカー交流を通して、寝食を共にする中で、子どもたちがお互いを思いやり、仲間意識を育む場所となったことは言うま

でもありません。子どもたちの生き生きとした顔が本当に印象的でした。サッカーだけではない、普段と違う生活の中で、子

どもたちが少しずつ変化していく場面もたくさん見ることが出来ました。 

 ２０１３年から始まった、被災地サッカー交流も、冒頭でお伝えいたしましたが、今回が６回目の開催となりました。次年

度以降どの様なかたちで進められるか検討しながら、このサッカー交流が続いていくことを望んでおります。 

 （支援室 齋藤 勉） 

≪参加チーム８≫      

気仙沼シャークス 

鹿折 FC５年生 

鹿折 FC６年生 

湊 SSS 

閖上 SSS 

 

仙台ＹＭＣＡ 

６年生 

５年生 

３・４年生  

合計９２名             【青空の下・８チームが記念撮影】        阿部メン・加藤メン 連日の応援 

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８ヶ月 

編集後記 

慌ただしい秋の陣が終わり、心のスイッチは冬へとチェンジしまし

た。街頭募金、クリスマス、冬のプログラム、全て神様のお導きの

中、感謝して過ごして行きたいと思います。各地のブリテンを覗く

とワイズの皆さまの躍動感が伝わって来ます。私たち仙台広瀬川ワ

イズメンズクラブも負けないよう師走に向かって行きます 

【K・A】 

絵画の展示を企画 

 

伊勢メンが「子どもたちに本物の絵を見て欲しい」との趣旨から、富沢児童館、西中田保育園、南大野田保育園に絵が展示されることに 

なりました。３つの絵を４ヶ月ごとにローテーションを行い、１年をかけて行う計画です。今回、富沢児童館の絵を紹介させて頂きます。              

 

先日富沢児童館に大きな絵画が到着しました。 

児童館を利用している親子や小学生が「わあ！すごい！」 

と声が上がるほどの大きさです！ 

ワイズメンズの伊勢さんのご厚意により、富沢児童館の交流スペースに 

４ケ月ずつ絵を飾って頂けることになりました。 

「これって布をはっているの？」「なにがかいてあるのだろう・・・？」 

素直な子どもたちの反応がほほえましいです。 

今後は水墨画などもかざっていただけるようです。 

子ども達や保護者の方が心を動かす時間を大切にしていきたいと思います。          （富沢児童館 館長 郷古祐子） 
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