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巻  頭  言 

多田 修 

年の瀬 

 

 11月は比較的温暖な日が続き、今年の冬は暖冬傾向との予報もありましたが、12月に入

り、1日はＹＭＣＡクリスマス、ニュースを見れば仙台では初雪の観測、定禅寺通りのペー

ジェント試験点灯、そして朝晩の空気の冷たさ。一気に年の瀬を感じることが多くなりま

した。忘年会等々、慌ただしい時期に入りましたが、穏やかな気持ちでクリスマスそして

年末年始を迎えたいと思います。 

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 12月号ブリテン 通算第 91号 2018.12.18 

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！」 

 

                 今月の聖句                菅野 健 

「実に、全ての人々に救いをもたらす神の恵みが現れました」 

                           テトスへの手紙 ２章１１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 時: １１月３０日（金）～１２月１日（土）    

場 所: 仙台市太白区茂庭荘 

参加：阿部、荒木、伊勢、及川、門脇、加藤、菅野、佐藤剛、佐藤善、松本、村井、及川メネット                         

 年に一度の「お泊り例会」も今年で３年目を迎えました。現地集合の例会では、参加者のタイミングで各々温泉に浸

かりました。午後７時、浴衣姿での例会はスタートしました。ワイズソングで始まり、伊勢副会長の乾杯で宴会が始ま

りました。加藤会長からの差し入れは秋田の銘酒「十四代」でした。ワイズメンは舌鼓を打ちながら笑顔で飲んでいた

のが印象的でした。これまでの活動や近況報告など、あっと言う間に楽しく例会を終える事ができました。及川メネッ

トは帰りのハンドルを握るので、大好きなワインを我慢していました。（１２月の例会では沢山飲んで下さい） 

 場所を移動しての二次会（カラオケルーム）では、自慢の歌声を響かせていました。最後は担当主事の荒木さん部屋

で三次会を行い、ゆっくりと時間を過ごしました。今年も楽しいひと時を過ごし、改めて仙台広瀬川ワイズメンズクラ

ブの絆が太くなり、活動への源を得ることができました。 

 私事ではありますが、無事会社を退職し、皆さまからメッセージを頂き閉会となりました。感謝します。この「お泊

り例会」が恒例になる事を祈っています。                          （松本京子） 

 

【ワイズソングを誠実に唄います】 

                     【美味しい食事に箸も進み】 

【カラオケはお任せあれ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11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  0名 ニコニコ 9,000円 

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≫  
１２月２３日（日） 国際地域協力募金 街頭募金 
１月 ９日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第 2例会 
１月１３日（日） ５クラブ合同新年例会  
１月２２日（火） 国際地域協力募金実行委員会 １９時～ 
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【仙台広瀬川ワイズメンズクラブ 12月第 2例会報告】 

 

2018年 12月 5日(水) 「12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・松本 

 

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) 

ⅰ．富谷児童館祭り・街頭募金・宿泊例会 

ＹＭＣＡクリスマス・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 

ⅰ．＜例会関係＞ 

12月クリスマス例会 19日（水）シェルブール 19時～ 

1月５クラブ合同新年例会 1月 13日（日）実施予定 

ⅱ．＜各担当より＞ 

ブリテン原稿依頼・各実行委員会報告・CS関係 

ＹＭＣＡクリスマス・国際協力募金・各施設催し等 

ⅲ．＜YMCA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 

（荒木啓二） 
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第 47回仙台ＹＭＣＡクリスマス報告 

１２月１日（土）、18時～20時 30分、仙台ＹＭＣＡ立町会

館において第 47回クリスマス会が行われました。多くのボラ

ンティアの皆さまに支えられ、交流を中心に有意義な時間を

過ごすことが出来ました。 

留学生の参加は３９名でした。一般参加者、ボランティア

を加えると総勢２７６名でクリスマスをお祝いしました。 

 川上直哉牧師の礼拝から始まり、祝会へと進みました。祝

会では国際ホテル製菓専門学校の国際おもてなし科の学生に

よる歌とダンスが披露されました。終始アットホームなクリ

スマス会となりました。 

 仙台広瀬川ワイズメンズクラブからは多田メネット、阿部

メン、伊勢メン、多田メン、門脇メン、松本ウイメンに尽力

頂きました。心から感謝申し上げます。  （土橋敬太） 

【賑やかな会場】 

 

【学生大活躍】 

 

【メネットさん 

  毎年感謝です】 

 

 

ＣＳ担当 阿部松男メン 

地域奉仕活動の一環として 

アルミ缶収集～買取活動を実施中です 

今回は４，５３６円の収入を得ました 

大切に用いて行きます 

国際地域協力募金・街頭募金活動 

１１月２３日（祝）、仙台市内において街頭募金が実施されまし

た。皆さまから寄せられました募金額は９５，８８９円でした。心

から感謝申し上げます。仙台広瀬川ワイズメンズクラブからは阿部

メン、伊勢メン、門脇メンが参加しました。 

１２月２３日（祝）も午後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。ＹＭＣＡ職員、ワイズ、役

員の皆さまが一丸となり、盛り上げて行きます 

                       （荒木啓二） 

 

～２月の第 2例会は使用済み切手を整理しながら～ 

         今年も準備を進めております 
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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７ヶ月 

編集後記 

寒い日が続いております。１２月９日、仙台では雪が降り、少し

だけ積もりました。今年はどんな冬になって行くのでしょうか。ど

うか全国のワイズの皆さまが、神様の愛に守られた素敵な冬を過ご

せますように。そして我が仙台広瀬川ワイズメンズクラブも元気に

年末年始を過ごせますように・・・。 

【K・A】 

絵画の展示を企画パート２ 

 

西中田保育園に広瀬川ワイズの伊勢さんが来園されました。芸術家仲間の皆さんの協力をいただき、富沢児童館、南大野田保育園、

西中田保育園の３YMCA施設に３点の絵画展示をスタートさせました。西中田保育園へ展示の絵画はホール階段下に展示されました。 

伊勢さんの思いは、「幼少のころから本当の芸術に触れる機会をプレゼントすること」です。子どもたちの興味のあるなしに関わ

らず、日常的に目にする本当の芸術は子どもたちの目に見えない部分の成長に影響を与えると私たちは信じています。２階からの階

段を下りながら毎日目にする牡丹の花は子どもたちの心に何らかのことを教えてくれることでしょう。 

「牡丹」（日本画/岩絵の具） 

牡丹の花は、花弁、花芯が複雑で、花一輪描くのに時間がかかり、 

描き終わるまでに花の形が変化してしまうので、 

早く描いてしまうことが必要です。 

写生したものを、花の位置、葉の重なりを整理しながら 

全体のバランスをみながら決めて下図を作ります。 

麻紙ボードに念紙を敷き下図を写し取り、絵全体に深みを出す為に、 

岩絵の具、ごふん、などの絵の具に、にわか液と水を加えて塗り重ねる（地塗り）。 

花と葉を何回か塗り重ね、全体の色のバランスをみながら仕上げていきます。 

作   者   佐藤文彦（仙台市太白区八木山在住） 

仙台の日本画家宇野松仙先生の愛弟子の日本画家 

牡丹の花 写生地  岩沼市金蛇水神社牡丹園 
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富沢児童館まつり 

 

富沢中学校ボランティア、トミザワイレブンを始め、保護者の

方々、小学校の先生などボランティアの方々がとても多いおまつり

となりました。広瀬川ワイズメンズクラブの門脇さん・伊勢さん・

研さん・松本さんがきて下さり、景品配りやお絵描きコーナーなど

様々なお手伝いをして下さいました。心より感謝いたします。職員

の多彩なアイディアも重なり、地域のみなさんがとても笑顔になっ

てくださった一日となりました。YMCA が地域に更に広がることを

願います。            （富沢児童館 郷古祐子） 

 

松本ウイメン 

加藤メン 

 

大活躍 

 でした 

第 2回北東部評議会 報告 

 

１１月２３日(金)社会福祉法人とちぎＹＭＣＡ福祉会の運営する

「マイホームきよはら」にて部会後最初の会合が持たれた。全体で

の出席者は１５名であった。涌澤部長による開会セレモニーの後、

各クラブの部会以降の活動報告。我がクラブは月１回程度の割合で

食事会例会や年１度のお泊り例会等の催しを敢えて設け、クラブ内

の活性化を図りその結果が、ＹＭＣＡ各施設への応援活動やメネッ

ト活動支援への盛り上がりの大切な機会となっていることを強調。

評議会後半には当日「北東部監事」として出席していた菅野ワイズ

が広瀬川クラブメンバーとしてメネット活動の「エプロンシアター」

や伊勢ワイズの発案で始まった「ＹＭＣＡ施設への油絵・水彩画・

墨絵等の巡回展示活動」の報告をし、「新たなワイズのＣＳ活動挑戦」

とし、北東部からの支援をお願いした。部から提案された議案は承

認され、夕刻散会となった。「マイホームきよはら」は宇都宮市の東

部の静かな住宅街にあり、老人ホーム 54人、ショートステイ 10床、

ディサービス 35人収容の施設だが、平成 5年開始とは思えないきれ

いな施設。会の途中で入居者の方がお一人車いすで静かに入室され、

アットホームな「マイホームきよはら」だった。    (加藤 研) 

 


