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今月の聖句 

「あなたがたがわたしを選んだのではない。わたしがあなたがたを選んだ。」 

                    ヨハネによる福音書 １５章１６節 

 

菅野 健 

仙台広瀬川ワイズメンズクラブ 
  ２０２１年５月号ブリテン  

通算第120号2021.5.26 

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！」 

 

巻頭言 

『私の生涯のスポーツ』 

本野 日出子 

女子高校時代はソフトボールに熱中しました。放課後から暗くなるまでグランドを駆け回りまし

た。そんなわけで野球のルールは普通の女性よりは詳しいと思います。応援している楽天イーグル

スを観ていても、「今のプレーは・・・」などとつぶやくこともあります。 

高校卒業と同時にソフトボールは卒業し、社会人になってから覚えたのはテニスです。幸い職場

にはテニス愛好会があり、全国大会に出場するほどのテニス選手の方もおられ、初心者の私にも親

切にコーチをしていただきました。愛好会で比較的自由に使えるテニスコートがあったことも幸い

でした。職場に入ってから覚えたテニスですが、ソフトボールで鍛えた体力がテニスの動きに対応

できたような気もします。愛好会に若い女性が少なかったことも今思えば皆さんの指導を受ける面

でラッキーだったかも知れません。自分で言うのもなんですが、みるみるうちに上達し、県内・全

国の大会に出場する腕前になりました。コロナ禍の始まる直前まで４０年以上もコートに立ってい

ました。 

 最近は「なおみテニス」に夢中です。私がテニスを始めた時と同じくらいの年齢であの大活躍。

日本女性でナンバーワンです。尊敬するのは、テニス以外での行動です。黒人の方の悲しい事件が

あればその悲しみを態度で示します。誰にでも出来ない勇気のいる行動です。きっと、小さい国出

身のお父さん、日本の良さを教えたお母さん、そして時々テレビに出られる北海道のおじいさんが

キチンと育てられたのだろうといつも感心しながら、朝早くからのテレビ中継を楽しみにしていま

す。自分でプレーしたテニス、テレビ応援のテニス、どちらも私の生涯のスポーツです。 
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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 

５月第２例会報告 

在籍者 １４名 出席者 ７名 メイキャップ ０名 出席率 ５０％ 

メネット ２名 ゲスト・ビジター  ０名 ニコニコ ０円 

【5月第 2例会 報告】 月間強調：EF/JEF 

日 時：2021年 5月 6日（水） 18:45～ 仙台ＹＭＣＡ203教室 

参加者：阿部メン、加藤メン、加藤メネット、門脇メン、菅野メン、多田メン、 

多田メネット、松本ウィメン、村井メン、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  

 5.10周年記念例会について 

  5月 15日（土）の記念例会は、昨今のコロナ感染状況を考慮した結果、開催を延期する

ことになりました。実施日に関しては未定。 

6.連絡・報告 各担当及び担当主事 

  担当職員の増山より：2021年度仙台ＹＭＣＡ特別活動に関して  

 ・仙台ＹＭＣＡ特別活動の『バザー』『チャリティーラン』『チャリティゴルフ』 

  『ＹＭＣＡクリスマス』『国際・地域協力募金』について、委員長、及び委員の選出。 

  ※ブリテンＰ４を参照 

7.閉会挨拶                          会 長 菅野 健 

8.閉会点鐘                          会 長 菅野 健 
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私の宝物♪ 

5 月 19 日（水）に予定していた第 1 例

会は、コロナウイルス感染拡大予防の為、

中止となりました。 

6月 3日（水）の 6月第 2例会と合同で

開催する予定です。 

5月 15（土）に予定していた１００周年の記念例

会は、昨今のコロナ感染状況を考慮し延期となりま

す。今後も、広瀬川ワイズが一丸となり準備を進め

ていきますので、記念例会の日程など決まりました

らお伝えします。 

★広瀬川ワイズメンズクラブ 100周年記念例会★    ★５月第１例会中止★ 

 

 

 

 

★５月いちごワーク活動報告★ 

2021年度、第 1回目の岩佐いちご農園ワークを 5月 23日(日)に実施しました。 

今回は広瀬川ワイズから阿部メン、村井メンが参加しました。 

4月から宮城、仙台で発令されていた「まん延防止等重点措置」が

解除され、また冬季期間中のワーク中止ということで、久しぶりの

ワークになりました。すでに 2021年度シーズンに向けた準備が

着々とされています。 

今回は苗植え前のポットへの土入れ作業となりました。イチゴ団地

の大型ハウスでの作業でした。 

毎年この時期に行う作業ですが、今回は参加人数が少ないですが、

作業に慣れた参加者のため、黙々と作業を行いました。天気も曇り

のため、作業はしやすい環境でした。 

お昼を挟み、午後も同じ作業でしたが、今日の作業予定量はいつ

もの時間より 1時間早く達成したため、 

終了となりました。半年ぶりのボランティアでしたが、心地よい汗をかき、岩佐さんとの会話も楽しみながら行え

ました。また、ハウスの中には赤く色付いたイチゴが実っていました。 

次回は６月１３日(日）を予定しています。 

報告：東日本大震災支援対策室 黒田 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sites.sendai-ymca.org/volunteer_support/home/action/yanzuoichigonongyuanwaku20215232021niandudi1huimu/IMG_4282.jpg?attredirects=0
http://sites.sendai-ymca.org/volunteer_support/home/action/yanzuoichigonongyuanwaku20215232021niandudi1huimu/IMG_4273.jpg?attredirects=0
http://sites.sendai-ymca.org/volunteer_support/home/action/yanzuoichigonongyuanwaku20215232021niandudi1huimu/IMG_4280.jpg?attredirects=0
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【編集後記】 

仙台の夏は、花火大会や七夕まつりなどで盛り上がりますが、昨年はコロナウイルス感染予防の

為に中止となりました。いつになったら思いっきり楽しめる夏を迎えることが出来るのか。不安も

まだまだありますが、明るい未来に希望を持ちながら今年の夏を迎えます。 

 【k・M】 

★仙台ＹＭＣＡ特別活動委員について★ 

 

特別活動 日程（予定） 委員長・委員 

チャリティーラン ９月２３日（木・祝） 委 員：加藤メン、佐藤（剛）メン 

バザー １０月１０日（日） 
委員長：松本ウィメン  

委 員：阿部メン、多田メネット、加藤メネット 

チャリティゴルフ １０月２１日（木） 委員長：菅野メン  委 員：村井メン 

ＹＭＣＡクリスマス １２月 ３日（金） 委 員：多田メン、多田メネット、加藤メネット 

国際・地域協力募金 通年 委 員：門脇メン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【６月の予定】 

◆６月 ２日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第２例会 １８：４５～ 

◆６月１６日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第１例会 １８：４５～ 

◆６月２６日（土） ＹＭＣＡ大会 １４：００～ 

【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

 

よろしくお願い

します。 


