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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 

   2019 年 3 月号ブリテン 通算第 94号 2019.3.19 

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 

いと高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心に適う人にあれ 

ルカによる福音書 ２章１４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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 ～巻頭言～ 

【老老介護】 

  

年老いた母、年老いた私、介護について考える毎日です。出不精で足腰が弱り、医者から「体力をつけ

ないといけない」と言われても何もする気力がわかない日々を過ごす僕です。勇気を持てるよう、皆さん

にアドバイスもらって介護生活を楽しむしかないと思っております。介護するのは老人母ですが、異性へ

の対応対策が少し難しいと感じています。男同志、女同志なら介護生活環境は良いのでしょうか。介護は

難しいですね。私に妻子がいたら介護される母は妻を受け入れてくれるかもしれない・・・と思ってしま

います。しかし、私が最後まで介護するしかないと覚悟を決めております。母を見守りながら今年を頑張

っていきます。ワイズのお仲間の皆さん、楽しい思い出ができるようにいつも祈っています。 

佐藤 善人 
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日 程 2019年 2月 27日（水） 18時 45分～20時 30分 

会 場 仙台ＹＭＣＡ会館 ２０３教室 

ゲスト 森 菜海さん（南大野田保育園 保育士） 

相磯優子さん（アジア大会マーシャル委員長） 佐竹 誠さん（アジア大会マーシャル委員） 

    吉田一恵さん、加藤重雄さん、加藤真子さん、涌澤 博さん、南澤一右さん 

参加者 阿部、荒木、及川、加藤、門脇、菅野、多田、布宮、松本、村井、 

及川メネット、加藤メネット、門脇メネット、佐藤メネット 

     

 ピンクシャツデー２月２７日（水）仙台広瀬川ワイズメンズクラブ２月第 1 例会が実施された。多くのゲストを招き

賑やかな空間での例会となった。世界中、飢餓で苦しむ仲間、困難にある仲間たちに祈りを捧げた後、軽食を頂いた。

今月の例会はメネット会が誇るエプロンシアター第５作「３匹の子ブタ」の実演である。今回は寄贈先である南大野田

保育園から森さんにお越し頂き、実演を行って頂いた。緊張の表情を見せつつ、仙台広瀬川ワイズメンズクラブそして

ゲストの皆さんを一瞬で惹きつける・・さすがＹＭＣＡ保育園の保育士。エプロンの中から出て来るブタさんたち・・・。

メネット会の作品に対する熱意、丁寧さが伝わって来る。森さん心からありがとう！ 

 ゲストの相磯委員長、佐竹委員、各ワイズの皆様からエプロンシアターの評価を頂いた。合わせてアジア大会の進捗

状況、協力依頼などの説明も伺った。全ワイズが協力して成功へと進んで行きましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2月第 1例会報告 

在籍者 17名 出席者 10名 メイキャップ  2名 出席率 71％ 

メネット 4名 ゲスト・ビジター  9名 ニコニコ  17,000円 
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３月 ６日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第 2例会 
３月１０日（日） 東日本大震災追悼礼拝 立町会館 14時 30分 
３月１０日（日） ボランティア感謝会 16時 30分 ﾎﾃﾙ JAL ｼﾃｨ仙台 
３月１５日（金） 国際地域協力募金実行員会 立町会館 19時 
３月２０日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第 1例会 
４月 ３日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第 2例会 
４月１７日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第 1例会 
４月２０日（土） 第３回北東部評議会（仙台） 
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【東日本大震災追悼礼拝】 

  

 東日本大震災から 8年を迎えました。復興は進んでいますが、いまなお苦しみのうちにおられる方が多くいらっし

ゃいます。私たちワイズメンズクラブ、YMCA職員・役員を対象に 3月 10日(日)、「東日本大震災追悼礼拝」が行なわ

れました。約 25名の参加があり、石巻栄光教会の川上直哉牧師より、「復興の鍵」としてメッセージをいただきまし

た。また、冒頭に 2011年 3月 11日に報道された津波の映像を約 15分見て、改めて津波の脅威を確認しました。   

東北だけではなく、熊本や大阪、北海道などの地震により苦しみのうちにおられる方々のことも覚え、一日も早い復

興を祈ります。 

私たちは発信します。震災に産声を上げた仙台広瀬川ワイズメンズクラブ。 

被災地では今もなお困難の中にいて懸命に生きる仲間がいます。 

風化させてはいけません。８年前、あの日、あの時、あの場所で・・。 

想像を超える津波を私たちワイズメンも忘れる事はないでしょう。 

この８年間、東日本区・西日本区多くのワイズメンズクラブの 

仲間たちが被災地を支援してくれました。心強かったです。 

これからも続く被災地への支援、共に歩み続けましょう。 （荒木啓二） 

【仙台市近郊地域～塩釜市・多賀城市・仙台市宮城野区・岩沼市・亘理町・福島県相馬市など～】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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４ヶ月！！ 

【仙台広瀬川ワイズメンズクラブ 3月第 2例会報告】 

 

2019年 3月 6日(水) 「3月第 2例会」 18:45～20:10仙台 YMCA 

参加者：阿部・荒木・及川・加藤・門脇・菅野・佐藤善・松本 

    多田メネット・加藤メネット 

 

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) 

◆アジア大会「被災地バスツアー添乗案・当日の動きなど」 

◆金沢クラブとの交流 ７月２０日を予定 

③クラブ各担当者から会員への提案・報告他 

＜例会関係＞ 

※YMCA 国際ホテル製菓専門学校の留学生との交流例会を予定して

いたが、留学生の都合がつかず先送りとなった。 

  

3月第１例会は切手作業を行いながらの 

「広瀬川向上例会」を実施。未来を語り、互いを知る機会とする 

 

＜各担当より＞ 

・使用済切手１．４kgを郵送した 

・バザーは６月９日（日）実施  委員長は青葉城の菊地メン 

・バザー委員は松本ウイメン、加藤メネット、多田メネット 

・クリスマス会の来場者２７６名 

・メネット会より エプロンシアター７作目に着手している 

・募金委員会は３月１５日に実施 

ⅲ．＜YMCAから連絡・報告＞ 

東日本大震災追悼礼拝、ボランティア感謝会 3月 10日実施 

６．閉会挨拶 及川直前会長 

７．閉会点鐘 加藤会長 

（荒木啓二） 

【ボランティア感謝会】 

日 程 2019年 3月 10日（日） 

時 間 16時 30分～19時 

場 所 ﾎﾃﾙ JAL ｼﾃｨ仙台 

参 加 阿部メン、加藤メン、菅野メン、佐藤剛メン 

参加者 ５４名 

 仙台 YMCA宝物、そして未来のワイズメンとなる？？ユース

ボランティアリーダーへの感謝会が行われました。ユースは

もちろん、役員、ワイズ、スタッフが互いに声をかけあい、

心を伝えあい、笑いあう、素敵な感謝会となりました。 

 

 

編集後記 

 各地域、桜はいかがですか？仙台でもお花見シーズンが早まる事

が必至です。３月１１日は忘れられない大切な日です。私は８年前

の３月１１日、仙台ＹＭＣＡの印刷室におりました。あんなに重た

い印刷機が右に左に踊っていました。全国のワイズメンの仲間たち

が大勢駈け付けてくれた事が思い出されます。 

【K・A】 
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【アジア太平洋地域大会】 

 

 実行委員会の皆様を中心に着々と準備が進められています。開催

地仙台の仙台広瀬川ワイズメンズクラブは少しでも皆様のお力にな

るべく、尽力して参ります。 

 ７月２０日（土）「被災地を巡るエクスカーション」が行われる予

定です。仙台広瀬川ワイズメンズクラブでは福島第一原発 20km圏内

の「～福島を知るコース～」ツアー担当を予定しております。アジ

ア大会にご参加頂いた皆様に改めて東北の現状を知って頂きたく思

っております。震災から８年、まだまだ復興は継続中なのです。 

 多くの仲間が仙台を訪れ、素敵な時間を過ごして頂けるよう、残

り４ヶ月がんばります。よろしくお願いいたします。  

          （加藤 研） 

【つなごう 平和の 道しるべ】 

ワイズメンズクラブ国際協会  第２２回東日本区大会 

 

日時：2019年 6月 1日（土）～2日（日） 

会場：国立オリンピック記念青少年総合センター 

ホストクラブ：東京サンライズクラブ 

協力クラブ：あずさ部各クラブ 

      あと２ヶ月！！ 


