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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：otada@mail.tohoku-gakuin.ac.jp 書記 多田 修 

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 

   

２０２０―２０２１年度 主 題（Theme） 

国 際 会 長   Jacob Kristensen(Denmark) 主題「価値観、ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ、ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ」 

アジア 太平洋地域会長  David Lua(Singapore) 「変化をもたらそう」 

東日本区理事   板村哲也（東京武蔵野多摩） 「変化をたのしもう！」 

北東部 部長  南澤一右（仙台青葉城） 『変化を楽しみながら新生北東部を創ろう！』 

仙台広瀬川クラブ会長  菅野 健   「励ましあって、試練を乗り越えよう」 

                                                    

 

「ワイズメンに誇りを持とう！」 

 

仙台広瀬川ワイズメンズクラブ 

   ２０２０年７月号ブリテン 通算第109号

2019.10.16 

 

 

                        

今月の聖句 

主よ、あなたがいやしてくださるなら、わたしはいやされます。 

エレミヤ書 17章 14節 

菅野 健 

巻頭言 

 
加藤 研 

広瀬川クラブの１０年目がスタートしました。東日本大震災からコロナへ続いた荒波の時代で

した。無事に今日を迎えられたこと感謝します。３月の第２例会から５月の第１例会まで丸３カ

月間活動ができない異常事態でした。この間仕事面では多岐にわたる問題に直面しましたが、心

ある皆さんの助言で何とか乗り越えることができました。また多少増えた自分の時間は「私の額」

ほどの庭の手入れに.…とは言っても初心者。悩みながらの作業でしたが、一部はジャガイモ・ナ

ス・枝豆・インゲン・トマト・キュウリの種まき・苗植え用の畑的空間に、一部は植栽の枝切り

や除草後、砂利を敷き自己満足の庭的空間に…と頭の中にある図面を作り出す、自分だけの時間

を過ごしました。芽が出て花が咲き、実がなる当たり前の過程ですが、お金を出して店で買うこ

とに慣れた身にとっては、様々な学びとささやかな喜びがありました。店で並ぶ美しい野菜とは

雲泥の差ですが私には宝石です。帰宅後一苗一花ごとに声をかける楽しさは以前にはなかったこ

とです。穏やかな心には「私はまわりに受け入れられて生きている。とても幸せな人生だ。」と感

謝の言葉が浮かびます。心の安らぎは金銭的安心だけでは満たされないと改めて知りました。世

界中がコロナ禍。平時、世界のリーダーを自負する人ほど国民に不安を与えています。経済優先

の政策が果たして本当の幸せかどうか、再考すべき時です。ワイズはその変革の一翼を担う人々

の集まりではないでしょうか。 
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2020～2021年度 クラブ役員 

会   長 菅野 健 会員増強 布宮 圭子 ドライバー 増山 和憲 

副 会 長 加藤 研 DBC 菅野 健 メネット会長 多田 純子 

書   記 多田 修 DBC 村井 伸夫 ブリテン 増山 和憲 

会   計 松本 京子 ユース 佐藤 剛 ブリテン 佐藤 健吾 

監   査 伊勢 文夫 ユース 清水川 洋 直前会長 門脇 秀知 

地域奉仕 阿部 松男 YMCAサービス 伊勢 文夫 担当主事 増山 和憲 

地域奉仕 本野日出子 YMCAサービス 高篠 伸子 100周年行事 加藤 研 

会員増強 加藤 研 ドライバー 佐藤 健吾 100周年行事 門脇 秀知 

7月第１例会報告 

在籍者 １４名 出席者 １１名 メイキャップ 0名 出席率 ７８％ 

メネット ４名 ゲスト・ビジター  １名 ニコニコ １７，０００円 

【7月第 1例会 報告】 月間強調：キックオフ 

 日 時：２０２０年７月１５日(水) 18:45～20:30 

 場 所：YMCA3階サービス実習室 

 出席者：阿部・伊勢・加藤・門脇・菅野・佐藤(健)・佐藤(剛)・ 

多田・松本・村井・布宮(以上会員11名) 加藤・佐藤(初)・ 

多田(以上メネット)・増山・及川(ゲスト) 計１６名 

 

毎日うんざりするほどの雨続き。各地に被害をもたらした雨脚も幾分か弱まった夕刻、10 年目の

スタートとなる例会に沢山の仲間が集合しました。「黙祷」から始まり、プログラムに添い、粛々と

会は進行しました。総会では 2019年～20年の「事業報告」が門脇直前会長より、「収支決算報告・

監査報告」が松本会計より報告があり、拍手をもって承認されました。菅野会長の「例会出席が楽

しみになるクラブ作り」の実施のための 2020年～21年「事業計画案」同じく松本会計からの「収支

予算案」も承認されました。今年度は特定の会員に運営の負担が偏らないよう「七役連絡会活用」「各

役職マニュアル化」「メールの有効活用」等の工夫の下に運営されることになりました。会長の大任

を終えた門脇さんからは『「アジア大会での福島バス案内」「クラブ会則改定」「エプロンシアター活

動支援」「茂庭壮お泊例会」等々の活動が特に記憶に残るが、コロナ禍による 3月～5月の活動停止

はとても残念でした。』との話がありました。引き続き行われた「ご苦労様会」は和気あいあいとし

た雰囲気の中、メネットさんご準備のご馳走をお腹一杯頂きましたが、サプライズとして 6 年間ご

活躍頂いた及川さんと 1 年間ご苦労をおかけした門脇さんに多田・佐藤初美両メネットよりお花を

贈呈しました。帰り足となった頃、ようやく雨も止み、楽天大勝の報が入りました。 

文責 加藤 
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【伊勢メンによる富沢児童館への寄贈】 

 

新型肺炎が流行し、児童館の児童クラブは、緊張感で気持ちが張り詰めていた。そのような時、 

伊勢ワイズメンの「ほら～もってきてやったぞ～」の声が響いた。まってました！！と心の声。 

 カボチャやあさがおの苗が次々と並ぶ！さっそく児童と富沢児童館「わいYガーデン」に植えた。

１６時半になると、いつもは児童館いたずらっこな高学年男児たちが、「野菜に水あげていっすか？」

とジョウロをもって立っている。小さな使命感がわいているのだろうか。先行きの見えない不安な生

活の中、「育てる」ということがどんなに子どもたちや地域の人の心を動かすことだろう。夏の収穫

が楽しみで仕方がない。※楽天グッズもたくさんいただきました。行事等で使わせていただきます。 

（報告者：富沢児童館館長 郷古祐子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【いちごワーク実施報告と８月活動】 
 
2020年度、第 2回目の岩佐いちご農園ワークを 7月 5日(日)に実施しました。今回は仙台

ＹＭＣＡ国際ホテル製菓専門学校から 9 名の学生とワイズメンズクラブ・関係者 3 名、スタ
ッフ 3名の合計 15名の参加となり、仙台広瀬川クラブからは阿部メンと佐藤健吾が参加しま
した。 
午前中は、大型ハウス内にある水耕栽培用段ち（棚）のヤシガラ（使わないもの）を取り

除く作業を行いました。コンテナに入れ一杯になったらトラックに移す作業を行いましたが、
土は重量があり運ぶのにも労力がいる作業でした。大型ハウス 2 棟でトラック 3 杯分になり
ました。 
昼食を挟み、ビニールを覆う作業を行い、消毒の準備までお手伝いすることができました。

その後、岩佐さんのご自宅まで移動し、午前中に行ったヤシガラの土の作業を行って本日の
作業は終了となりました。久しぶりに番犬の「さくら」と「しばざくら」に会え、久しぶり
の来客に喜んでいたようでした。 
今年のいちごワークは、専門学校生の若い力が大活躍しており、岩佐さんもとても喜んで

くださいました。引き続き支援をしていきたいと思います。 
（報告者：佐藤健吾） 

 

【８月いちご農園ボランティア募集】 

 
場 所： 山元町岩佐いちご農園  
日 時： ２０２０年 ８月２３日（日）   
       ９：００～１５：００    
集 合：  ７：４５（YMCA 立町会館）  
解 散： １６：４５（YMCA 立町会館）＊予定    
       ※現地集合・解散希望の方はご相談ください  
定 員： ２０名＊定員になり次第締め切る可能性あり  
持ち物： 弁当、水筒、タオル、軍手、マスク、その他必要と思われる物  
内 容： 苗の移動（予定）  
保 険： YMCA でかけます  
申 込： 担当の黒田さんか斎藤さん、増山までご連絡ください 
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実施日：２０２０年１０月１１日（日） 

会 場：仙台ＹＭＣＡ立町会館 

 

※今年度のバザーは新型コロナウイルス感染

予防の為、例年のようなバザーの実施は難しい

と思われます。ですが、ＹＭＣＡだからこそ、

安心・安全なバザーが実施できるように実行委

員の皆様と協議を重ねながら準備を進めてい

きます。 

広瀬川ワイズメンズクラブからは、松本さ

ん、加藤メネットさん、多田メネットさんに委

員会にご参加頂き感謝しています。 

今年度も何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

（バザー担当職員 安倍彩華） 

実施日：２０２０年１０月１５日（木） 

会 場：泉国際ゴルフ倶楽部 

※雨天決行 

 

大会参加者募集中! 

プレーを楽しみながら、チャリティに貢献!

大会への参加者を募集しております! 

お一人でのご参加も大歓迎です。会場となる

泉国際ゴルフ倶楽部は、仙台市内から 15km郊

外の泉ヶ岳のふもとの丘陵地にある高低差の

少ない恵まれた地形の林間コースです。 

 

協賛品のご協力をお願いします! 

協賛品をご提供いただける企業、団体、個人

の皆様を募集しています。ご寄付いただきまし

た協賛品は大会の賞品として使わせていただ

きます。 

（チャリティゴルフ担当職員 佐久間渉） 

【仙台ＹＭＣＡバザー】        【第２３回チャリティゴルフ】   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【７月・８月予定】 

◆７月２８日（火） 第２回バザー委員会 １９：００～ 

◆７月２９日（水） 国際・地域協力募金委員会 １８：３０～ 

◆７月３１日（金） リーダー委嘱状授与式 １９：００～ 

◆８月 ５日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第２例会 

◆８月１９日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第１例会 

 

 【編集後記】 

今年度は、仙台の『七夕まつり』がコロナウイルスの関係で中止となりました。様々なイベントが中止や延期となっ

ています。来年度は、東京オリンピックも含め今年度の分も楽しめるイベントが多く開催されると良いなと思います。 

【Ｋ・Ｍ】 


