
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

国   際   会   長      Jennifer Jones  

（オーストラリア） 

アジア太平洋地域会長   田中 博之 (日本） 

東 日 本 区 理 事      山田 敏明 （十勝） 

北  東  部  長      鈴木 伊知郎（宇都宮東） 

もりおか クラブ会長      三田  庸平  

   

 

今月の聖句  ヨハネの福音書 ６章３７節 

 

 

会   長          三 田   庸 平 

副 会 長          長 岡   正 彦 

書    記          濱 塚   有 史 

会    計          大 関   靖 二 

担当主事     浅 沼  慧（しどう） 

     中 村    渉（チャン） 

 

        

  

三 田 会 長 巻 頭 挨 拶 

先日からの豪雨に遭われている地 

域の復興をお祈りしています。盛岡はよ

うやく涼しくなってきた気がします。しか

し、まだまだ暑さは残っており汗がとまら

ない状態が続いています。 

もりおかクラブとして、さんさ踊り・ポン 

ポコ市での屋台出店（富士宮焼きそば）。

長岡さんの作っしたおいしい焼きそばは 

三田会長      盛岡市民・観光客に人気でした。YMCA

のリーダー達にも大人気でした。そしてリーダー達は売り子とし

て大活躍してくれました。感謝です。次回は YMCAチャリティーラ

ンに出店する予定ですよ。 

 さて、中々更新する時間を作れていない状況ですが、もりおか

ワイズメンズクラブのフェイスブックも完成いたしました。9月から

は出来るだけ、多くの活動の状況を報告して皆さんに情報を共

有していきたいと思います。楽しみにしていてください。会員増強

の目処をたてるべく、卓話のゲストスピーカーをお呼びしてそこ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「主題」 

「よりよい明日のために今日を築く」 

 

「アクション」 

「勇気ある改革、愛ある行動」 

「われら北東部、世界のワイスメンと共に前へ進もう」 

「土台を固め未来への扉を開こう！！」 

副題 「明るい未来へ Let’s Go」 

 

 

 

 

         ９月定例会のご案内 

日時  令和元年９月１４日 （第２土曜日） １８時３０分 

     場所   盛岡北ホテル   会費  ２、０００円   

     １０月第一例会は１０月５日となります。 

第二例会、９月２０日（第４金曜日）  

       じょ居 会費、各自 

 

 

から入会して頂ける様に努力していければと考えています。増

強のためにもっと出来ることを見つけ、共有し頑張りたいとおも

っております。 

 

８月納涼例会の報告 

 令和元年８月１０日（土） 盛岡、北ホテルにて開催、 参加者、

三田会長、大関、長岡、魚住、濱塚、浅沼（敬称略）。 ゲスト、千

葉文彦さん（つよぽんリーダー）以上７名の参加で開催されまし

た。  

 今月は納涼例会でした。連日の猛暑を吹き飛ばし、健康に感

謝して開催です。参加人数は少なかったのですが、内容は楽しく、

お酒が美味しい実にもりおかワイズならではの納涼例会になり

ました。冒頭、三田会長よりフェイスブックの開設の説明があり

ました。東日本区の尽力により盛岡クラブのフェイスブックは開

設されました。岩手山と銀河列車をモチーフにしたブリテンの巻

頭挿絵を加工してタイトルに使っていただきました。なかなか素

敵なフェイスブックに仕上がっております、どうぞご覧ください。 

飲むほどに、酔うほどに会は盛り上がりました。本日のゲスト

は「つよぽん。」つよぽんは久々の登場でした。彼女ができたと



いうことで濱塚メンからさんざんいじられていた事を思い出しまし

た。元 SMAP の草薙剛ににていることから「つよぽん」と呼ばれ

ています。なかなかの好青年です。リーダーの仲間からも慕わ

ていて人気者です。本人の言い訳としては、まだ友達以上の関

係にはなっていないと言っていましたが、がんばれよ。 

これからの行事が目白押しですので、今日は明日に向かって

の充電の意味合い。大関さん、エネルギーは満タンになりました

か？もうすぐ夏が終わります、もりおかワイズも盛岡 YMCA も一

気に走り抜けましょう。あっという間に楽しい時間は過ぎ去り、夜

は更けていきました。 

 

さんさ踊り、お祭りに富士宮焼きそば出店！ 

 今年で２回目のさんさやきそばを４日間出店しました。変なゆと

りが生まれて、ぎりぎりまで準備が完了せずいきなり本番を迎え

た感じです。お店の感じはほぼ昨年と同じように完成、飾り付け

も終わり販売開始です。初日、ほとんど売れない。予定の１００

食には遠く及ばず、売り上げも２万円弱、不安を抱えて二日目。

昨日よりは売り上げアップ、しかし３万円ほど。どうしたのだろう、

何かが違う、こんな予定ではない。３日目、やっと予定の１００食

販売！売り上げも４万円まで伸びた。「お、やっと調子が出てき

た。」 最終日、この日は販売開始から順調に売り上げを伸ばし、

パレード終了前に完売しました。売り上げも５万円と伸びました。 

昨年は、４日間で２０万円売り上げたのに、今年は１１万円よく考 

えて原因を把握しなければなりません。陽子先生、あなたがい 

 

盛岡ＹＭＣＡ夏キャンプ終了、打ち上げパーティーだ！ 

 今年のリーダー会はすごい！ ５つのキャンプを成功裡に終

わらせ、参加した子供たちとの間に太く確かな絆が編みあがり

ました。さんさ踊りのお祭り中に、遊ぶこともなく、何日も続けて

準備作業をしている様子を目の当たりにしてきました。太鼓や笛

が聞こえる環境で黙々と準備作業を続けることがいかにすごい

事かわかるでしょう。キャンプでのはじける子供たちの笑顔を想

像していたにちがいありません。もっとすごいのは、盛岡ＹＭＣＡ

のキャンプだけでなく、群馬ＹＭＣＡのキャンプに遠征参加した、

リーダーがいた事です。盛岡のキャンプ終了後、群馬に５日間

の遠征でした。打ち上げの当日帰盛して、そのまま打ち上げに

参加していました。若さならではのバイタリティですね。感服いた

します。 打ち上げに参加した井上メンの乾杯でパーティスタート

です。約４０名の参加者が全員立ち上がりグラスを合せての乾

杯に嬉しさ、喜びを爆発表現です。毎回のことながら、この乾杯

の嵐は、この子達の達成感の表れだと感じます。 

ご苦労さまでした。大きな夏の行事の後は、また冬のキャンプ

が訪れます。またよろしくね。 

 今年リーダーに参加した１年生が多くいました。顔と名前が覚

えきることができません。ものすごい個性と、印象的なリーダー

名があればなんとかなるのですが、それでも次あったときに君

は＊＊＊だね、と話しかける自信がありません。「ポイフル」「お

び」「よこずな」、、あとだれがいたっけ？ ん？大変だ、大関さん、

盛岡YMCAのリーダーに「横綱」出現。超大型のよこずなは体重

１２０Kg超え、みるからに相撲取りです。６０Kgそこそこの大関さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     納涼例会集合写真、長岡メンものもらいで目を隠しています。 

 

ないとお客さんが来ない。品数がやきそばだけではお客さんの

興味をとれない、昨年は冷凍パインや各種飲み物、野菜なども

販売してお客を呼び込んでいたなぁ。二日目までは平日のため、

盛岡市民の見物客が少なかったとも考えられます。観光客が内

丸教会まで来るわけもありませんので、平日は厳しいのかもし

れません。３日目からは富士山天然水を提供したら、踊り終えた

参加者が水を求めて殺到したことを考えると、飲み物は必須で

す。いろんな事を反省しながら、来年は利益を出すことに集中し

て対策を練り、続けて行こうと思います。 

 続けて、１８日にはぽんぽこ市に出店しました。さんさで余った

材料を使い、少ない売り上げでしたが粗利はけっこう出ました。

爆発的に売れる事を夢見て、富士宮やきそば販売を続けて行き

ます。みなさまご協力をお願いいたします。 

 

んの２倍ある。０．８ｔの長岡が小さく見えるよ。どうする？ 

  

 

 

 

 

 

     私達、仲良しです。                  私達も 

 

 

 

 

 

 

 

      カメラが向くと、お決まりカメラ目線。この乗りがいいんだよな。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     楽しかった、打ち上げパーティ、お店の前で全員集合 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  東日本大震災アーカイブス  ２０１２年８月掲載 

 広島 YMCAボランティアチーム来県～宮古で活躍～ 

      【宮古ボランティアワークキャンプ】 

ボランティアって“してあげるもの？” 

“させていただくもの？” 

日程：８月２０日（月）～２６日（日） 場所：宮古ボランティアセンタ

ー、宮古教会、二中仮設住宅、赤前仮設住宅  参加：学生２３

名、ＹＭＣＡスタッフ８名  計３１名 

内容：仮設住宅での「納涼会」実施。 “広島風お好み焼き”振舞

い、７６０食分。 カキ氷。 風船釣り。 カラオケ。 マッサージ 

 ８月１８日（土）事前に“オタフクソース”にて広島風のお好み焼

きの研修に９名が参加し、しっかりと教わってきました。 ２０日

（月）１５時に広島ＹＭＣＡを出発し約２１時間のバスの旅の中で、

しっかりと自己紹介や今回のワークキャンプの目的、被災地の

様子、またグループワークなどを通して役割分担の確認をしまし

た。 ２１日（火）１２時到着 昼食後 大谷さんよりオリエンテーシ 

ョン。 その後二つの仮設住宅に 

訪問しビラを一軒ずつ配布を行う 

お風呂と夕食後、２０時より振り 

返りの時間を約１時間行う。 

                     ２２日（水）朝の交通整理・清 

掃、終日、納涼会の準備を行う 

（途中、ワークが入り、数名が参 

さぁ本番の活動開始だぁ      加）。 夜の振り返りの時に森分牧

師より“ボランティア”についてお話をいただく。 ２３日（木）朝の

交通整理・清掃 ９時半より二中仮設住宅へ  １１時～１６時 

“納涼会”実施  夜は振り返り 

２５日（土）清掃・朝食後 宮古ＶＣ発 午前中は浄土ヶ浜にて

観光船と浜辺での観光。 昼食後、盛岡ＹＭＣＡ濱塚総主事・もり

おかワイズ、長岡メンと合流 宮古から気仙沼までの現地視察

を行う。 １９時気仙沼発 一関ＩＣから高速へ。 ２６日（日）バス

の中で最後の振り返り。 予定通り１３時 広島ＹＭＣＡ到着。 

ほとんどの学生が、支援のつもりで行ったけど、行ったことは

ほんの少しで、逆にたくさんの元気や感動をいただくことが出来、

多くのことを学ばせていただいたと話してくれました。 一生忘れ

られない思い出と、今回体験したことをできるだけ多くの人達に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伝えていくことが使命だと感じ取っていただけたと信じています。 

「津波てんでんこ。」 

「てんでんこ」とは、「各々、一人々」という意味です。 この言

葉は三陸沿岸のお年寄りが若者に代々言い聞かせている言葉

です。「大きな地震のあとは必ず津波が来る。避難は走って高

い所に逃げろ、他の人はかまうな。みんな自分の身を守れ。」基

本的な意味合いです。 この言葉の通り、岩手県では小中学校

の子供たちはほとんど助かっています。集団で行動はしました

が、「てんでんこ」、に逃げたのです。津波の跡の復興には若い

力が必要だ、年寄にかまって命を落とすな、たとえ年寄が死ん

でも、気を落として悔むな。若い力は復興に使え。お年寄りが自

ら若者に伝えているから、重く心に響きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  名勝、浄土が浜で記念写真、右端に長岡がまぎれています。 

 

 

 

 

 

 

ここは、大槌町役場跡地、犠牲者に合掌 

 

 

 

 

 

 

 

やったぁ、充実感と感動で疲労も心地いいですぅ。 

もりおかクラブの状況報告 
   

   
     

8月の出席率 7/14 50 % ゲスト 1名 
 

ビジター 0名 メネット  1 名 
   

メーキャップ 1 名 
   

8月切手        10 ｇ 累計   373 ｇ 

8月のにこにこ    7,000 円 累計 
 

円 焼きそば     30,000 円 累計 30,000 円 

8月   石鹸        0 円 累計         0 円 りんご 0 円 累計      0 円 

8月    献金        0 円 
 

          
 

ファンド合計     30,000 円 
 

   
 

会費の納入をお願いいたします。岩手銀行 松園支店（店番号 ０８２）普通口座 ２１４５６７４ 

もりおかワイズメンズクラブ   会計 大関  靖二 

8月のハッピーバースディ  8/2 古澤 メン  8/29 井上メン   誕生日おめでとうございます。 



日本の環境を守る SDGｓ 「わかしお石鹸」です。 

全国の漁業協同組合で販売しているわかしお石けんです。 

天然の成分だけで作られた石けんで、２４時間で自然界の成分

に分解し、川や海を汚しません。水生生物の奇形や死滅、赤潮

などの発生の原因とされる、「合成洗剤」の使用を止めて、豊か

な川や海を守ろうと開発されました、環境にやさしいエコ石けん

です。 

ただ「エコ」というだけではありません、抜群の洗浄力を発揮し、

特に野球やサッカー

のユニフォームやワ

イシャツの襟、袖口

の頑固な汚れに使用

してみて下さい、納

得の汚れ落ちです。 

この石鹸は当初、運

動部のお子さんを持 

つ、親御さんに抜群の汚れ落ちの実力をアピールして拡販に勤

めていきましたが、この石鹸の能力は、「環境を汚さない。」とい

う事です。 高級オイルのパームオイル（ヤシ油）を主原料として

いまして、使用したお母さん方から、「手荒れがない」という評価

は当初からいただいておりました。 

わかしお石鹸しか使用していない岩手県宮古市重茂地区、

（おもえ）は３５年前から、海と川を守ろうと、合成洗剤を追放して 

  

   重厚な建築物、盛岡信用金庫本店 

 盛岡市中の橋通り

にある、盛岡信用金

庫本店。重厚な花崗

岩で造られた建物で

す。観光スポットとし

て道路の斜め向かい

にある旧岩手銀行な

中の橋支店の赤レン 

重厚な花崗岩でできた建物です。       ガ館が有名です。しか

し、ここも古い建物として引けをとりません。 

 

 編集後記 

 ボランティアリーダーに「横綱」が登場したのにはびっくりしまし

た。本文にも書きましたが、大関さんとの初対面が今から楽しみ

でなりません。ふふ 

 私達のわかしお石鹸販売は地球環境を守る SDGｓに他なりま

せん。一個の販売が環境を守ります、ぜひ拡販にご協力をお願

いします。石鹸としてのパワーも十分すぎるくらいあります。ちな

みに井上さんは全身を洗っています。頭頂部に毛が生えている

のはわかしおのおかげ？、確かにチャーターの頃は毛が全くあ

りませんでした。１０年以上前です。 

 広島YMCAのボランティアチームが訪れた時を思い出し、懐か

しく、また感謝の気持ちが沸き上がってきました。岩手～広島は

役１，５００Km くらいでしょうか、あらためてありがとうございまし

た。広島だって沿岸地域があります。津波対策はお忘れなく。 

おります。 ３．１１の津

波の写真を見てびっくり

しました。  漁港の堤 

防を越える津波の写真

なのですが、津波の色

がマリンブルーなので

す。 いままで多くの津 

重茂の津波、マリンブルーです。       波の 写真や映像が配

信されてきましたが、どの津波の映像も真っ黒なヘドロの津波で

した。同じ宮古市でも、市役所を襲った津波の映像と比べてもそ

の色は、漁港の堤防を越えた津波とは全く違いました。 重茂漁

協婦人部長の盛合敏子様に「わかしお石鹸使用に取り組むお

話」をいただきましたが、わかしお石鹸だけ使っている重茂の海

は津波もきれいでした。津波の被害は相当なものでいたが、もし

かしたら重茂ではヘドロのかき出し作業の格闘がなかったので

はないでしょうか。わかしお石鹸はもりおかクラブのファンドとし

て機会があるたびにワイズの方々に拡販と使用をお願いしてき

ましたが、もっと使命感を持って拡販に努めねばと思った次第で

す。ワイズの大会では、富士五湖、琵琶湖、海だけではありませ

ん、日本には守るべき美しい湖がたくさんあります。みなさん環

境を守りましょう、合成洗剤を使い続けると海が、湖が、死んで

いきます。 どうぞワイズメンズクラブの方々、わかしお石鹸をお

使いください。日本の環境を守るのは「わかしお石鹸」です。 

 

 盛岡出身の葛西萬司氏の設計で昭和２年（１９２７）に建てられ 

た旧盛岡貯蓄銀行。１階から２階まで伸びる６本の太い円柱、花

崗岩に施した石彫りのパターン、内部のステンドグラスなどが重

厚感を与え、昭和初期のモダンな表現と近代的デザインの流れ

をくんでいます。盛岡市保存建築物に指定されています。 

 ここは、現役の信用金庫の営業をしていますから、防犯上の理

由で内部の写真撮影は禁止です。残念でした。現代の小綺麗な

金融機関の営業窓口とは違い、いにしえの空間にタイムスリップ

したような感覚になります。いつの日か赤レンガ館のようになり

多くの市民や観光客に開放される時が楽しみです。店舗に入る

ことはできますので、一度訪れてみてください 

 

涼しくなると、すずめ蜂の襲撃に用心が必要です。獲物の青虫

などがいなくなるため、食糧難になった群れが苛立ち、手当たり

次第攻撃を仕掛けてきます。我が家の隣には空き家があります。

（昔の我が家です。）ここの軒下にキイロスズメ蜂が巣を作り盛

んに出入りをしていました。怖かったのですが、殺虫剤をふりか

けて駆除しました。体長２Cm 中型のスズメ蜂です。人的被害が

無かったのが幸いでした。 

 ２年目に突入した焼きそばファンドは思ったより粗利が出ませ

んが、何もしないよりは絶対良いことだと信じています。売上に

協力してねぇ～ 

 信用金庫の建物は近くで見ると大迫力です。こんな建物があ

まり話題にならないのはやはり現役の営業店舗だからでしょう。 

 なんとか、ブリテン完成しました。毎回自転車操業ですがほっ

としています。     ではまた来月。 長岡 


