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事務所 〒980-0822 仙台市青葉区立町 9-7 仙台ＹＭＣＡ内 

TEL: 022-222-7533  FAX： 022-222-2952 

Email：oikawa-seimitu35@kha.biglobe.ne.jp 書記 及川 浩美 

ブリテン：http://ys-east.jimdo.com/bulletin/sendaihirosegawa/ 

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 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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１２月号ブリテン 通算第102号

2019.10.16 

２０１９―２０２０年度 主 題（Theme） 

国 際 会 長   JennjferJones(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)主題「より良い明日のために今日を築く」 

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   山田敏明(十勝) 主題:「勇気ある変革 愛ある行動！」 

北東部 部長  鈴木伊知郎（宇都宮東） 『われら北東部、世界のワイズメンズと共に前へ進もう』 

クラブ 会長  門脇秀知   「クラブの１０年後を思い描こう」 

                                                    

 

「ワイズメンに誇りを持とう！」 

 

今月の聖句 

地の果てまですべての人はわたしたちの神の救いの御業を見た。 

（詩編 ９８章３節） 

菅野 健 

                        

～巻頭言～ 

『還暦をすぎて』 

佐藤 剛 

「血圧が・・・」「血糖値が・・・」「コレステロール値が・・・」とにかく健康のことが気になる年齢

になりました。とすると、離れて暮らす親は、もう傘寿を超えています。「今日は、健康体操教室だ」「明

日は、ボランティアだ」はたまた「健康マージャン教室だ」と元気で楽しく過ごしていると安心していま

した。しかし突然「転んで入院したからすぐに病院に・・・」、すると担当医からは、まだまだ先のことと

思っていましたが、「ひとりで生活するのは・・・」と、そこから、「介護認定は・・・」「介護○だと老人

ホーム」「要介護○では、有料施設に・・・」など、いろいろと老人介護・福祉関係の情報収集、手続きに

奔走しています。 

「備えあれば、憂いなし」「転ばぬ先の杖」が身に染みています。「急いてはことを仕損じる」のとおり、

ここはじっくりとよりよい方法を探していきたいと思います。 
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日 時：11月29日～11月30日 

場 所：茂庭荘 

参加者：阿部・伊勢・及川・門脇・加藤・佐藤（剛） 

佐藤（善）・清水川・高篠ウィメン・ 

松本ウィメン・村井・荒木（前担当職員）・

増山（担当職員） 

 

今年も恒例の泊り例会を茂庭荘で開催しま

した。茂庭荘は広瀬川クラブでは、思い出の

場所であり、今回は昨年より多くの参加者で

始まりました。 

門脇会長の開会点鐘で例会が始まり、会長

の挨拶で、広瀬川クラブの会則変更について

の経過報告や北東部評議会報告、4 クラブ会

長会の報告などがありました。その後乾杯と

食前感謝の祈りで会食が始まり、酔いが進ま

ないうちにと、増山担当職員から職員共済会

クリスマス礼拝・祝会、冬季ユースリーダ

ー委嘱授与式などの案内があり、その後は会

食をしながら休会の佐藤善人さんや久しぶり

の清水川さんの参加もあり一人一言の近況報

告など楽しい一夜を過ごしました。誕生祝い、

ニコニコ献金、最後に初代会長の伊勢さんの

挨拶、門脇会長の閉会点鐘で例会が終わりま

した。 

また来年もまたお泊り例会ができますよう

に・・・ 

報告者：松本京子 

 

 

 

 

 

日時：2019年11月16日（土）   

13：00～16：00 

場所：とちぎＹＭＣＡ  

参加者：門脇・松本ウィメン 

出欠：出席14名・委任23名・欠席8名 

 

評議会開催前に台風19号（10月12日）に

よる水害被災地とボランティアの活動状況、

炊き出しを行っているYMCAテント（仙波地区）

の視察を行った。（詳細は 11/15付ワイズドッ

トコム参照） 

本年度、第1回北東部評議会は 7月に仙台

でアジア太平洋地域大会があり、また、台風

19 号の被害の影響もあり、開催が 11 月にず

れ込み、また、急な日程となった為、参加人

数が少なかった。 

鈴木部長挨拶と報告の後、参加クラブより

現状の活動報告がされ、当クラブはメネット

会のエプロンシアター製作・寄贈活動と伊勢

メンの巡回絵画展活動を報告しました。 

尚、次回評議会で北東部にエプロンシアター

活動支援金を要請することとしました。続い

て、協議事項は第 1 号議案（予算案）、第 2

号議案（次期北東部長について）、第 3号議案

（ユース・リーダーズ・アクト）、第 4号議案

（交通費補助について）が審議され、その中

で、特別予算に計上してある物品事業会計を

一般会計に移管し、新たに新クラブ設立（候

補として福島）の為の予算として 180,000円
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を計上することを決定し、議案すべてが承認

された。また、第２回評議会を 2020 年 4 月

18日（土）に仙台で開催することとしました。 

次期北東部部長南澤メン（仙台青葉城クラブ）

より2020年度部会開催を9月5日（土）とし、

同時に仙台青葉城クラブ 40 周年記念例会も

開催すると報告が有りました。（場所は未定） 

閉会後、松本ウィメンのたっての希望で、宇

都宮駅東口の餃子専門店にてご苦労さん会を

開き、多様な宇都宮餃子の味を楽しんできま

した。 

報告者：門脇秀知 

 

 

 

 

 

【第 48回仙台ＹＭＣＡクリスマス】 

12月6日（金）、第48回仙台ＹＭＣＡクリ

スマスが、トークネットホール仙台において

開催されました。毎年、この時期の恒例とな

りましたこの会は、仙台に暮らす留学生と仙

台市民の交流を図る目的で行われ、毎回多く

のボランティアの手によって企画・運営され

ています。今回も、多くの企業・ボランティ

アの皆さまのご協力により、大盛況に終える

ことができましたことを、心より感謝申し上

げます。 

第1部の礼拝では、小竹向原キリスト教会

長町南伝道所の藤田美千代伝道師より「あな

たのためのとっておきのクリスマスプレゼン

ト」と題してメッセージをいただき大変豊か

な礼拝の時間を持つことができました。 

第2部は、食事を囲みながらの楽しい交流

パーティーを行いました。食事担当のボラン 

 

 

 

ティアの皆さんが、召し上がる方々のこと

を思いながらメニューを考え、手作りのいな

り寿司やコーンスープ、豚肉が食べられない

留学生のために豚肉のかわりに油揚げ入りの

豚汁を作ったり、アレルギーを持つ人のため

に小麦、卵などが使われていないケーキなど

準備をし、どれも完食となりました。 

また、交流ゲームでは日本人と外国人が一緒

に飴玉じゃんけんのゲームを楽しみ、お楽し

み会では仙台 YMCA 国際ホテル製菓専門学校

国際おもてなし科の留学生がネパールのダン

ス＆歌を披露し、子どもたちと一緒に踊った

りと盛り上げてくれました。 

当日は留学生 70名を含め、およそ 300名の皆

さんが参加してくださり、大変にぎやかで楽

しいクリスマスとなりました。 

このYMCAクリスマスが出会いの場として、そ

して再会の場として、これからも繋がりを大

切にし、来年も再来年も楽しみにしていただ

けるようなクリスマス会が続くことを願って

おります。 

今回、ご協賛・ご協力をいただきました多く

の企業・個人・そして支えていただきました

ボランティアの皆さまへ、心より感謝申し上

げます。 

仙台ＹＭＣＡクリスマス 

担当職員 高橋麻美 
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【冬季ユースリーダー委嘱状授与式】 

１２月１４日（土）１９時より仙台 YMCA

立町会館で「冬季ユースリーダー委嘱状授与

式」が行われました。仙台広瀬川ワイズメン

ズクラブからは健康教育事業運営委員会の委

員長でもある加藤研メン、YMCA会長の菅野メ

ンが励ましに駆けつけてくれました。感謝い

たします。礼拝は仙台青葉城ワイズメンズク 

 

 

 

ラブの川上直哉牧師より「愛と励まし」のお

話を頂きました。貴重な奨励に重ねて感謝い

たします。 

今回の委嘱状授与者８名でした。授与者代表

の菊地リーダーからは力強い決意を聞くこが 

できました。会食をしながらの報告会ではリ

ーダーズフォーラム、全国 YMCAリーダー研修

会の参加者が YMCA愛を語ってくれました。

「YMCAはワイズもリーダーもスタッフも皆

が仲間で一緒です。最高の時間でした。YMCA

への愛を再確認しました」リーダーの目がキ

ラキラしていました。多くのワイズメンの

方々にユースリーダーの声や思いを伝えたい

と強く感じた時間でした。「互いに感謝するこ

とで、感謝と感謝が共鳴しあうのです」 

安全で事故無く、子どもたちも、ユースリー

ダーもそしてワイズメンも成長できる素敵な

冬になりますように。 報告者：荒木啓二 

 

 

 

 

 

 

 

 

【行事予定】 

 

 

 

 

  

１２月２０日（金） 南大野田保育園 クリスマスコンサート・クリスマス会食会 

１２月２２日（日） 国際・地域協力募金 ～街頭募金～ 

１２月２４日（火） 西中田保育園クリスマス会食会 

１月の仙台広瀬川ワイズメンズクラブ例会の日程は改めてご連絡いたします。 

編集後記 

こどもたちの心がはずむ冬休みが始まります。

私たちも冬季のプログラムへ向けて、心のスイ

ッチをオンにしていますが、心だけではなく体

の管理も必要ですね。今年の冬もインフルエン

ザに感染しないように・・・   【Ｋ・Ｍ】 

日 時：2019年12月4日（水）18：45～20：45 

場 所：仙台YMCA 203会議室 

出席者：門脇・菅野・伊勢・阿部・松本ウィメン・加藤 

加藤メネット・多田メネット・及川・増山（担当職員） 

10名 

議 題： 

① 11月例会報告：11/29 「お泊り例会」 於：茂庭荘 

②北東部会報告  出席者：門脇会長・松本  

③富沢児童館まつり 参加報告 

④広瀬川クラブ会則改定について 

⑤第1例会クリスマス例会 オークション大会開催に決定 

報告者：及川浩美 

実施日：12月11日（木）11時30分 

場 所：幼稚園保育室 

 メネットの皆様が以前エプロンシアターの題材の希望を

聞いてくださった時に迷わず「ももたろう」と答えてしまい

ました。今の子ども達は昔話を聞くことが少なくなっている

と感じているからです。年長組の保育室にメネットさんをお

招きし、直接子ども達の前で贈呈していただきました。中身

を開けて見ようとしたところ、あっという間に子ども達が大

勢近寄ってきて人形を手に取り、「鬼だ！」「ももたろうだ！」

と大興奮でした。今後保育で大切に使わせていただきます。

本当にありがとうございました。 

報告者：ＹＭＣＡ幼稚園園長 高橋祐子 

【費用納入のお知らせ】 

今年度も残りわずかです。費用の納入が済んでいない方は、松本会計までお願いします！！ 


