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第１例会：毎月第３水曜日・第２例会：毎月第１水曜日  仙台ＹＭＣＡ 18：45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4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 2名 ゲスト・ビジター  1名 ニコニコ  10,000円 

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 5 月号ブリテン 通算第 95号 2019.5.17 

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！」 

 

                 今月の聖句                菅野 健 

  堅固（けんご）な思いを、あなたは平和に守られる。あなたに信頼するゆえに、平和に。 

イザヤ書 ２６章３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～ 

 

    『クエン酸』 

 

なかなか疲れが抜けない時期があったので、以前サッカーをする時に飲んでいたクエン酸をま

た飲むようにしました。疲れが取れている実感はあまりありませんが、早起きができるようにな

りました。詳しい知識がないのでどうしてなのかはわかりませんが、なぜかすっきり目覚めます。

早起きはそんなに苦手ではありませんでしたが、こうした些細なことがきちんと身体の調整をし

てくれるんだなと実感できました。これからもクエン酸にお世話になって、健康を保っていける

よう頑張ります。 

佐藤健吾 

 

 

【バザー物品寄贈のお願い】 

仙台広瀬川ワイズメンズクラブで少しでも物品を集めましょう。一品でも構いません！！ 

笑顔で一言

ﾊﾟｰﾄ 2 
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日 程 2019年 4月 17日（水） 18時 45分～20時 30分 

会 場 仙台ＹＭＣＡ会館 ２０３教室 

ゲスト 加藤重雄さん（仙台青葉城ワイズメンズクラブ） 

参加者 阿部、荒木、伊勢、及川、加藤、門脇、菅野、佐藤健、佐藤善、多田、 

加藤メネット、多田メネット 

【お花見例会＆アジア大会打ち合わせの巻】 

 ４月の例会はアジア大会の概要説明会でスタートしました。前日の動き、また当日の動き、そしてエクスカーション

ツアーでの注意事項など加藤重雄メン、菅野健メンからの説明を受けました。詳細は随時伝えて頂き、共通理解を持ち

ながら本番を迎えられるよう進んで行きたいと思います。私たち仙台広瀬川ワイズメンズクラブも前向きに楽しみなが

ら参加したいと張り切っており、この精神こそワイズの大切さだと確認しました。 

 アルコール大好きな皆さんは待ち切れない気持ちで乾杯！！右にはお弁当、左には缶ビール、そしてアジア大会のお

話しで盛り上がりながら例会は進みました。メネットさんや各メンからの近況などを聞きながらお花見例会が深まって

行きました。会の途中「楽天が西武を逆転しました！！」の報告を受け、缶ビールが進んだのは言うまでもありません。

終始笑顔の例会となりました。 

  

 

 

 

 

 

仙台ＹＭＣＡ特別プログラム 担当者（予定） 

バザー         委 員 多田メネット 加藤メネット 松本ウイメン    

チャリティラン     委 員 佐藤剛メン 

チャリティーゴルフ   委 員 清水川メン 

国際・地域協力募金   委員長 及川メン   委 員 阿部メン 

ＹＭＣＡクリスマス   委員長 加藤メン   委 員 阿部メン  多田メネット 

 

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 
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５月１３日（月） 第２回ＹＭＣＡバザー実行委員会 
５月２２日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ５月第 1例会 
５月２８日（火） 第３回ＹＭＣＡバザー実行委員会 
６月 １日（土）～２日（日） 東日本区大会 
６月 ５日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ６月第 2例会 
６月 ９日（日） 仙台ＹＭＣＡバザー １０時～１４時 
６月１９日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ６月第 1例会 
６月２９日（土） ＹＭＣＡ大会 

【仙台広瀬川ワイズメンズクラブ５月第 2例会報告】 

 

2019年 5月 8日(水) 「5月第 2例会」 18:45～20:10仙台 YMCA 

参加者：阿部・荒木・伊勢・及川・加藤・門脇・佐藤剛・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 事通信の確認 

②  会長報告 

◆宇都宮ﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ４０周年について 

加藤メン 門脇メン 松本ウイメン 参加予定 

◆東日本区大会について 

菅野メン 加藤メン 参加予定 

◆アジア太平洋地域大会について 

③クラブ各担当者から会員への提案・報告他 

＜例会関係＞ 

５月第 1 例会は国際ホテル製菓専門学校学生を招待しての国際交

流を予定している。学生に確認 

企画 門脇メン  司会 佐藤善メン 

 

＜各担当より＞ 

・第２回バザー委員会 ５月１３日（月）１９時～ 

 

＜YMCAから連絡・報告＞ 

・６月２９日（土） ＹＭＣＡ大会が実施される 

 

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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【富沢児童館への寄贈報告】 

 

新学期が始まりました。富沢児童館の学童保育は、富沢西区開発に

よる住宅地増加に伴い、急激に児童が増え、２００人を超えることに

なり、職員一同目が回るような忙しさでした。 

そのような時、ワイズメンの伊勢さんが児童館の玄関にチューリッ

プを飾ってくださいました。さらに、子どもたちが遊びに使えるコマ

やくるみもたくさん寄贈していただきました。さっそく子どもたちは

くるみを回してみたり、重ねてみたり？？発想は無限大です。チュー

リップが飾られた玄関は、春の訪れを告げるようにとても明るくなり

ました。伊勢さん、春のすてきなプレゼントありがとうございまし

た！              （富沢児童館館長 郷古 祐子） 

【仙台ＹＭＣＡバザー開催】 

６月９日（日）１０：００～１４：００で仙台ＹＭＣＡバザーが開

催されます。仙台広瀬川ワイズメンズクラブからも松本ウイメン、加

藤メネット、多田メネットが実行委員会に参加し、バザーを盛り上げ

て行きます。物品寄贈のお願いも随時行っております。 

仙台広瀬川ワイズメンズクラブは「漬物・ゆでとうもろこし」販売

を予定しています。 

バザーの益金は 

子供たち支援に 

被災地支援などに 

用いて行きます 

2019 年度 7 月より仙台広瀬川ワイズメンズクラブ 

 

担当が荒木啓二から 

増山和憲にかわります       ⇒ 

 

よろしくお願い致します 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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２ヶ月！！ 

【第 3 回北東部評議会 報告】 

日時：２０１９年４月２０日(土)１３時～１６時 (場所・仙台 YMCA) 

出席：１６名 委任状２９名 欠席０  

オブザーバー１名(総役員数５４名) 

広瀬川クラブ：加藤・伊勢・松本 ３名出席 

次第：開会点鐘⇒ワイズソング⇒聖書朗読祈り⇒部長挨拶⇒ 

出席者自己紹介と進行。 

A 報告(１)第２回評議会記録確認  (２)18-19後期部長報告 

(３)18-19後期各主査報告  (４)18-19各クラブ会長報告： 

広瀬川クラブ…18年 11月「お泊り例会」から 

12月ｸﾘｽﾏｽ例会 1月新年合同例会２月沼津ｸﾗﾌﾞ相磯さんと東京ベイの

佐竹さんを交えピンクシャツディの第 1例会活動報告とメネット「エ

プロンシアター活動」伊勢さんの「絵画・版画 YMCA 施設循環

展示活動」を報告。 

他東日本区役員会報告・次期北東部活動方針報告・アジア大

会報告があった。 

B協議①19-20北東部部大会をアジア大会中 7月 21日(日) 

12:30 より仙台国際センターにて開催の提案⇒承認  

②7 月 18 日から来仙する国際議員及びアジア太平洋地域議員

への対応とし参加者 50名の費用の一部を支援の提案。⇒承認 

 菅野監事講評の後 北東部の歌 閉会点鐘 閉会祈祷  

と進み閉会となる。            （加藤 研） 

編集後記 

大型連休も明け、仙台広瀬川ワイズメンズクラブはゆっくりエン

ジンがかかって来ました。まずは仙台ＹＭＣＡバザーに向けて団結

して行きましょう。そして７月のアジア大会を参加者の皆様と共に

楽しみたいと思っています。 

【K・A】 

 

【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 

      まもなく！！ 

【2019年―2020 年 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ 役員（予定）】 

 

■会 長   門脇秀知 

■副会長   多田 修  阿部松男 

■書 記   及川浩美  副：伊勢文夫 

■会 計   松本京子  副：佐藤 剛 

■C  S    阿部松男  清水川洋 

■E M C    村井伸夫  布宮圭子 

■D B C     菅野 健  本野日出子 

■ユース   佐藤善人   

■YMCA     佐藤 剛  高篠伸子 

■ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ   佐藤健吾 

■ｱｼﾞｱ大会  及川浩美 

■ﾒﾈｯﾄ会長  多田純子 

■ブリテン  増山和憲 

■直前会長  加藤 研 
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2019 年度も仙台広瀬川ワイズメンズクラブ 

元気に進みます！！ 

吉田さんも天国から見守っていて下さい！！ 


