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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 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

巻頭言 

 
『夏の終わり』 

多田 修 

 生まれてはじめて「外出の際はマスクをする」というマナーを半ば強制されたような夏が終わ

りを告げようとしています。思い返せば猛暑でしたが、暑さよりも息苦しさを感じた夏でした。

祭りもなく、スポーツの感動もなく、懐かしい人々との再会もなく、味気のない夏でした。 

 2011年、ゴールデンウィーク前の地下鉄で、帰宅途中の新入生と思しき女子学生と友人との会

話を偶然耳にしました。「今日、はじめて会う人にいっぱい声かけたけど、次に会ったときに覚え

ていてくれるかな？」。 

 風味は自分で付けるのだということを教えてもらったことを思い出しました。 

 

 

 

                        

今月の聖句 

「子どものように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない。」 

マルコによる福音書 １０章１５節 

菅野 健 

仙台広瀬川ワイズメンズクラブ 
  ２０２０年９月号ブリテン  

通算第112号2020.9.25 

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！」 
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布田牧師の講演では、甲状腺検査と共に転移した時の過酷

な治療や甲状腺がんと診断された後、4 人に 1 人が進路に困

難な状況にあることを知る事ができた。また、沖縄への保養

プログラムに参加した保護者の感想などが紹介された。講演

会には、他のクラブからの参加もあり、真剣に耳を傾けてい

た。 

報告者：増山和憲 

 

 

 

 

 

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 

９月第１例会報告 

在籍者 １４名 出席者 ６名 メイキャップ ３名 出席率 ４２％ 

メネット ２名 ゲスト・ビジター  ５名 ニコニコ ９，０００円 

【9月第 1例会 報告】 月間強調：ユース 

 日 時：2020年 9月 16日(水) 18:45～20:30  場 所：YMCA203教室 

 出席者：阿部メン、菅野メン、加藤メン、門脇メン、多田メン、松本ウィメン、加藤メネット、 

多田メネット、増山 

 ゲスト：吉田ウィメン（仙台ワイズメンズクラブ） 菊池メン（仙台青葉城ワイズメンズクラブ） 

清水メン（石巻広域ワイズメンズクラブ） 大林メン（石巻広域ワイズメンズクラブ） 

 講演者：布田秀治氏（いずみ愛泉教会牧師） 

※第 1例会は、日本基督教団東北教区放射能問題支援対策室『いずみ』運営委員長を務めている、布田秀治

氏を招き、福島県原発事故を受けて、子どもたちの甲状腺検査の報告と親子短期保養プログラムについての

講演を頂きました。 

【講演後の例会】 

 貴重な講演を聞いた後の例会となり、各々が様々な思いを持ちながら例会が進みました。例会では、主に

『10周年記念誌発刊について』協議がされ、表紙やメインとする重要な内容はどのような事が掲載されるべ

きかということが話された。 

広瀬川ワイズメンズクラブが産声を上げてから、10周年となる 2021年には、記念行事が行われ、記念誌が

発行されます。今後も広瀬川ワイズ一丸となり、10周年に向けての働きを強めていきます。                                    

報告者：増山和憲 

   

左：門脇メン（広瀬川ワイズメンズクラブ） 

中央：大林メン（石巻広域ワイズメンズクラブ） 

右：布田牧師 
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【仙台広瀬川 9 月第 2 例会】 

☆「2020年 9月 2日(水)9月第 2例会報告」仙台 YMCA203  

参加者：菅野メン、加藤メン、阿部メン、松本ウィメン、 

多田メン、佐藤（健）メン、加藤メネット、 

多田メネット、増山 

時間：18:45～20:30  

 

黙祷  

１．開会点鐘                    菅野会長  

２．ワイズソング             一 同 

３．ワイズの信条                一  同  

４．会長挨拶                    菅野会長  

５．10周年記念誌発刊計画について 

   （案）内容、ページ数、写真の枚数の確認 

６．10周年記念例会開催計画について 

  （案）実施日、実施場所、内容などの確認 

   記念行事は、2021年 5月に実施 

７．10周年記念行事予算案について 

  （案）予算の確認 

８．９月第１例会について 

 

 

９．連絡・報告 各担当及び担当職員 

菅野会長より 

①青葉城 40周年記念例会に関して 

 8月 30日（日）に開催 

②9月第 1例会に関して 

 ③合同例会について 

  新年に実施予定 

 ④アジア太平洋地域記念大会御礼の集会について 

  3月頃に実施予定 

１０．閉会挨拶            加藤副会長 

１１．閉会点鐘             菅野会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「原発事故の被害にあった子どもたちの 

甲状腺検査実施への支援について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【仙台青葉城ワイズメンズクラブ４０周年記念例会】 

日 程：2020年 8月 30日（日） 

場 所：ホテル松島大観荘 

第一部『青葉城クラブ 40周年記念例会』 

15:00 記念例会開会      司 会 涌澤 博 

・開会点鐘          会 長 菊地 弘生 

・ワイズソング 

・ワイズの信条 

・聖書朗読・開会の祈り 

             青葉城クラブ 川上 直哉 

・会長挨拶           会 長 菊地 弘生 

・ゲスト紹介 

・出席者紹介 

・青葉城クラブメンバー紹介 

・チャーターメンバー挨拶 

             青葉城クラブ 金原 譲 

               メネット 金原 道子 

・青葉城クラブ 40年を振り返る 

・40周年記念エクスカーションのご案内 

・北東部の歌 

16:45 

・閉会点鐘           副会長 井上勇二郎 

・記念写真撮影 

第二部『40周年記念祝会』 

17:30 開 宴    司 会 加藤 重雄 

・挨 拶    青葉城クラブ北東部部長 南澤 一右 

・祝 辞      仙台ＹＭＣＡ総主事 村井 伸夫 

・食前感謝     石巻広域クラブ会長 大林健太郎 

・乾 杯       仙台ＹＭＣＡ会長 菅野 健 

・懇 親 

・Zoom Liveコンサート ギタリスト 浦島 浩司 

・参加者紹介 

・感謝の言葉 

・宿泊のご案内 

・ＹＭＣＡの歌 

19:30 閉 宴 

※出席者は約 40 名。広瀬川ワイズメンズクラブからは、

菅野メン、加藤メン、加藤メネット、松本ウイメン、 

村井メンが出席しました。 

※チャーターメンバーの金原夫妻が想い出のお話をされ

ました。 

青葉城クラブ 40周年記念集合写真 

青葉城クラブ金原夫妻・40周年記念例会 
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【９月・１０月予定】 

◆ ９月２４日（木） 国際・地域協力募金実行委員会 １８：３０～ 

◆ ９月２８日（月） チャリティゴルフ実行委員会 １９：００～ 

◆１０月 ７日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第２例会 １８：４５～ 

◆１０月１５日（木） チャリティゴルフ 

◆１０月２１日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第１例会 １８：４５～ 

 

【チャリティゴルフ】 

今年度もチャリティゴルフを１０月１５日（木）

に実施します。新型コロナウイルスの感染拡大予防

のため、例年よりも規模を縮小しての開催となりま

すが、参加する皆様の安全と安心を最優先に実施い

たします。 

 多くの皆様から支援いただき、この場をお借りし

お礼申し上げます。 

 神様の恵みに支えられ、当日が素晴らしい１日と

なるように開催に向けて準備を進めていきます。 

チャリティゴルフ担当職員：佐久間 渉 

【国際・地域協力募金】 

 今年度も『国際・地域協力募金』の一環とし

て、十勝より『じゃがいも』『かぼちゃ』が届き

ます。北海道の大地で育った美味しい『じゃが

いも』と『かぼちゃ』をぜひご賞味下さい。 

販売方法などは、募金委員会で協議されてい

ます。決まり次第、連絡いたしますので、今年

もぜひ『じゃがいも』『かぼちゃ』を皆様の食卓

に並べて下さいね。 

【伊勢メンからの贈り物】 

『おおきな○○』 

伊勢さんが、児童館にすごいものをもってきた。「何これ～？」職員。「なんだかわかんね。おまえ

たちで調べてみろ」と笑顔で言われる。図鑑・ネット・携帯・・・皆で検索・・・・「やっぱり 冬瓜！

（とうがん）」子どもたちは持ってみたり、匂いを嗅いでみたり・・・ 

「ねえ、この形おもしろいから、絵で残してみようか？」の声掛けで写生に挑戦！みんな無心でどん

どん描きあげる子どもたち。「たのしい！おもしろ～い！もっと描きたい」どんどん紙がなくなるほ

ど・・・。学校とは、ちょっと違う自由な表現で楽しむ事が出来た。 

後日、小さなかぼちゃたちもたくさん伊勢さんから届いた。来月もブリテンに楽しいおはなしを寄

稿したいと、今からわくわくしている。 

報告者：富沢児童館館長 郷古 祐子 

 

【編集後記】 

本格的に夏から秋に季節が変わろうとしています。季節の変わり目に体調を崩しやすい私ですので、今年は、生活習慣

を見直し、栄養をしっかりとって過ごしていきたいと思います。 

【Ｋ・Ｍ】 


