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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 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

『災害対策を真剣に』 

伊勢文夫 

自分の命は自分で守る ― 宮城県沖地震や東日本大震災、想定外の豪雨（ゲリラ）、台風、洪

水、等を経験した。いつ災害があっても大丈夫なようにその都度備えを強化してきた。チェック

してみると100項目ほど準備してある。「全てに通じる方策」として二系統か三系統考えて備蓄す

ることが大切となった。例えば飲み水は、ペットボトル、水道水、井戸水、火力は、まき、炭、

山用油、ガスボンベ、石油等となります。エンジンは毎月点検します。常に追加や交換・補充を

心がけ楽しみながらやることです。 

昨日は、1斗缶の釜にすみ火をおこし、玉こんにゃくを作りました。煙を出さぬようテント三張を

年２回組立て、寝袋 7 個を日光消毒します。食料は畑で自給自足と百姓を百笑しながら保存分も

含め耕作しています。又、毎日の天気予報を見て畑や庭の果物づくりも自己満足しながら収穫の

日を待ち遠しく思っています。自分が必要とされる時はいつでも動けるよう常に汗を流しながら、

新鮮な空気を体いっぱい吸っての健康づくりに注意しています。 

  美と健康を求めて喜寿を‼ 

 

 

 

                        

今月の聖句 

わたしはあなたとまことの契りを結ぶ。あなたは主を知るようになる 

                                     ホセア書 第２章２２節 

菅野 健 

仙台広瀬川ワイズメンズクラブ 
  ２０２１年３月号ブリテン  

通算第118号2021.3.28 

THE  Y′Ｓ ＭＥＮ′Ｓ ＣＬＵＢ OF  SENDAI  HIROSEGAWA 

   

巻頭言 

 

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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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 

３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  ０名 ニコニコ ７，０００円 

【3月第１例会 報告】 月間強調：BF・メネット 

日 時：2021年 3月 17日  18:45～20:30 

場 所：仙台 YMCA203 教室 

参加者：阿部メン、加藤メン、門脇メン、菅野メン、多田メン、加藤メネット、 

多田メネット、松本ウイメン・増山 

 

「黙祷」 

1.開会点鐘                          会 長 菅野 健 

2.ワイズソング一同 

3.ワイズの信条一同 

4.会長挨拶                          会 長 菅野 健 

5.今月の聖句・感謝の祈り 

 「わたしはあなたとまことの契りを結ぶ。あなたは主を知るようになる」 

ホセア書第２章２２節 

 6.5月 15日 記念行事について 

  加藤メンより、5 月 15 日（土）に行われる広瀬川ワイズメンズクラブ 10 周年の記念例

会と行事について、案内状、内容、スケジュール、健康チェックシートについて説明が

行われた。 

7.ニコニコ 

8.担当職員より連絡 

9.閉会挨拶                          会 長 菅野 健 

10.閉会点鐘                          会 長 菅野 健 
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ボランティア感謝会報告 

日 時：3月 14日（日）16時 00分～18時 00分 

場 所：仙台ＹＭＣＡ 立町会館 

参加者：阿部メン、加藤メン、菅野メン、村井メン、増山 

 ユースリーダー、役員、ワイズメンズクラブ、ＹＭＣＡ職員

が集い、２０２０年度の『ボランティア感謝会』が開催されま

した。 

役員・ワイズメンズクラブの皆様の温かい雰囲気に包まれな

がら、礼拝と祝会が進んでいきました。 

 最後は全員の記念撮影で幕を閉じました。私たち仙台広瀬川

ワイズメンズクラブはこれからもユースと共に、奉仕の精神を

持ちながら歩んで行きたいと感じた感謝会でした。 

【報告者：増山】 

東日本大震災発生から 10年となる 3 月 11 日（木）14 時 30 分から「記念礼拝と追悼の集い」が石

巻栄光教会とＹＭＣＡ石巻センターで行われ、当クラブからは菅野会長、加藤研副会長夫妻、多田夫

妻、阿部、松本、門脇の 7 名が参加しました。尚、新型コロナウイルスが感染拡大している為、現地

の参加人数が制限され、各地のワイズはオンラインでの参加となりました。 

記念礼拝を始める前、震災発生の 14時 46分、市内にサイレンが鳴り響く中、大林石巻広域クラブ

会長による 10 回の点鐘に合わせて全員で黙祷し犠牲になられた人々に追悼の祈りを捧げました。礼

拝後、隣のＹＭＣＡ石巻センターに移動し、追悼の集いが行われました。集いでは板村東日本区理事

（オンラインにて参加）と村井仙台ＹＭＣＡ総主事の挨拶があり、参加者（オンラインの参加者も含

む）の紹介があり、コメントを頂いた。また、石巻広域クラブの石田信正メンより栄光教会の川上牧

師に聖書の贈呈がありましたが、この聖書は津波の被害を受け、外装が痛んだため 4クラブ連絡会議

にて補修費用を負担しました。聖書は昭和 5年英国聖書協会発行の第 3版（昭和 8年）で大変貴重な

ものだそうです。 

最後に、仙台クラブ中川会長の挨拶、閉会点鐘で追悼の集いを終了しました。 

【報告者：門脇】 

 

３・１１記念礼拝と追悼の集い 

石巻栄光教会 

ＹＭＣＡ石巻センター 

中央：加藤メンと卒業リーダー 

萩浜地区 
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【４月の予定】 
◆４月 ７日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第２例会 

◆４月２１日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第１例会 

【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、振込をお願いします。 

笑顔で

一言 

ゆうちょ銀行 

記号 18150  番号 262161 

仙台広瀬川ワイズメンズクラブ 

他金融機関からの振り込み 

店名 八一八（ハチイチハチ） 

店番 818 普通預金 

口座番号 0026216

 

【編集後記】 

春の足音が近づき、桜も咲きそうです。ＹＭＣＡの門前にある桜の木。今年も、たくさんの会員を満

開の桜が迎える時期がやってきます。 

【k・M】 

 

【Ｋ・Ｍ】 

よろしくお願いします。 


