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『3.11に思う』 

松 本 京 子 

私達の広瀬川クラブは震災が起きてすぐに発足しました。クラブとしては、仙台南地区での地

域奉仕活動を推進し、ＹＭＣＡの 4 施設の支援が設立目的でしたが、当初の 5 年間位は東日本大

震災活動だったので、やっと 2～3年後にメネット活動のエプロンシアター作りで各施設に贈呈す

る活動出来ています。震災11年目の3．11にあたり当時何をしていたのかなぁーと考えてみまし

た。デパート勤めの私でもありましたので、全てが大変でした。生きるのでやっとでした。クラ

ブの活動や支援・奉仕なんて考えられませんでした。店舗前での販売や炊き出しのおにぎり作り

など。1枚の油揚げや1個の納豆を手に入れるのに、こんなに有り難い事だと実感もしました。ガ

ソリンを満タンに入れる事ができたのは１ケ月ぐらい経ってからの事だったと思います。全国か

らたくさんの支援物資がＹＭＣＡ会館に届き始めた頃からクラブの本格的に活動できたことが思

い出しました。３月１１日の津波の跡が重ねて見えてしまいます。テレビで子ども達が泣き叫ん

でいる姿を見て毎日胸を痛めています。戦争は絶対いやです‼ 

追   16日原稿を打ち終わった後 3．11に匹敵するような地震があり、又こんな大きな地震が

来るとは……本当に忘れた頃に、コロナも落ち着かない日々早く穏やかな日がくる事を願って‼ 

 

 

巻頭言 

 

 

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 18：30 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                        

今月の聖句 

「主は正義の神。なんと幸いなことか、すべて主を待ち望む人は。」 

イザヤ書 30章 18節 

菅野 健 

仙台広瀬川ワイズメンズクラブ 
  ２０２２年３月号ブリテン  

通算第129号2022.3.25 

 

THE  Y′Ｓ ＭＥＮ′Ｓ ＣＬＵＢ OF  SENDAI  HIROSEGAWA 

   

２０２０―２０２１年度 主 題（Theme） 

国 際 会 長   キム・サンチェ(韓国) 主題「世界とともにワイズメン」 

アジア 太平洋地域会長  大野 勉(神戸ポート) 「１００年を超えて変革しよう」 

東日本区理事   大久保 知宏（宇都宮） 「私たちは次の世代のために何ができるか？」 

北東部 部長  南澤一右（仙台青葉城） 「【続】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   「１０年の歴史を励みに、次なる１０年へ」 

                                                    

 

「ワイズメンに誇りを持とう！」 
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2021～2022年度 クラブ役員 

会   長 菅野 健 会員増強 加藤 研 ドライバー 佐藤 健吾 

副 会 長 加藤 研 EMC 布宮 圭子 ドライバー 増山 和憲 

書   記 多田 修 DBC 菅野 健 メネット会長 多田 純子 

会   計 松本 京子 DBC 村井 伸夫 ブリテン 増山 和憲 

監   査 高篠 伸子 ユース 佐藤 剛 ブリテン 佐藤 健吾 

地域奉仕 阿部 松男 ユース 清水川 洋 担当主事 増山 和憲 

地域奉仕 本野日出子 YMCAサービス 門脇 秀知 記念行事 加藤 研 

３月第１・第２合同例会 強調月間：ＢＦ・メネット 

在籍者 １４名 出席者 １４名 メイキャップ ０名 出席率 １００％ 

メネット ３名 ゲスト・ビジター  ０名 ニコニコ ０円 

東日本大震災追悼と感謝の会・記念礼拝 

東日本大震災から１１年目の３月１１日に YMCA石巻センターにて「追悼と感謝の会・記念礼

拝」 開催されました。 

主催は石巻広域ワイズメンズクラブ、共催が仙台 YMCA、協力団体には仙台４ワイズメンズク

ラブ連絡会議・石巻クラブの国内兄弟クラブである神戸ポートクラブ・東京むかでクラブ・、

後援はワイズメンクラブ東日本区と北東部でした。 

会場参加者の外、全国から Zoomでの参加者がありました。 

 

第１部 追悼と感謝の会 

石巻広域クラブ日野会長の開会点鐘で始まり、ワイズソング斉唱、会長挨拶と続き、 

来賓の東日本区大久保理事長と仙台 YMCA 村井総主事が挨拶されました。 

記念プログラムは、 

～次ページへ続きます～ 

 

 

 

コロナウィルス感染予防の為、集まっての例会は中止とし、文書にて開催。 

   

【3月第 1・第 2合同例会報告】 

東日本大震災追悼と感謝の会・記念礼拝報告 
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日時：3月 20日（日）13:30～14:15 

場所：仙台ＹＭＣＡ立町会館４Fホール 

コロナウィルス感染拡大を防ぐために例年とは、異

なる形で今年度もボランティア感謝会が行われまし

た。 

 第一部の礼拝では、日本基督教団石巻栄光教会牧師

の川上直也氏より、奨励の言葉をいただきました。 

第二部の感謝会では、菅野会長より、仙台ＹＭＣＡ

のプログラムを支えてくれた感謝の言葉と聖書の言葉

から「神は力にあまる試練は与えない」とユースボラ

ンティアリーダーたちへ温かい言葉をいただきまし

た。感謝状の授与も行われ、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

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）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~東日本大震災から 11 年~ 

「 3.11 追悼と感謝の集い 」プログラム 

東日本大震災追悼と感謝の会・記念礼拝 

東日本大震災から１１年目の３月１１日に YMCA 石巻センターにて「追悼と感謝の会・記念

礼拝」 開催されました。 

主催は石巻広域ワイズメンズクラブ、共催が仙台 YMCA、協力団体には仙台４ワイズメンズ

クラブ連絡会議・石巻クラブの国内兄弟クラブである神戸ポートクラブ・東京むかでクラ

ブ・、後援はワイズメンクラブ東日本区と北東部でした。 

会場参加者の外、全国から Zoomでの参加者がありました。 

 

～次ページへ続きます～ 

 

 

記念プログラムは、 

「阪神淡路大震災から学ぶ、3.11 のこれから」と題して 

パネラーに神戸ポートクラブ 大野勉、大野智恵、山田滋己、園田将人各氏を迎え、ファシリテーター

には石巻クラブ川上副書記がついて行われました。 

パネラーからは次のようなことが話されました。 

―1995年 1 月 17 日に発生した阪神・淡路大震災から 27年になりました。  

この災害は「ボランティア元年」とも呼ばれて災害ボランティアが全国に広がる大きなきっかけ とな

りました。阪神・淡路大震災は 137 万人の市民がボランティア に参加し、被災者支援の新しい仕組

みを切り開いたともいわれて います。発生してまもなく、神戸を訪れた YMCA やワイズ関係者の 悲

痛な姿での支援活動の様子をいまでも忘れることはできません。 東日本大震災も 11 年が経ちまし

た。被災地にあるクラブとして これからの支援活動の進むべき方向性を、阪神・淡路大震災を通して

そのヒントを見つけられる機会となることを願っています― 

復興応援歌 「復興の道へ灯（ひ）を点（とも）す」の紹介 

作詞・作曲 ／大林 友子  編 曲 ／金指 崇  歌 ／川上 直哉 

 

第２部 記念礼拝  

地震発生時 14 時 46 分に合わせて黙祷 

聖句（ヨハネによる福音書第 3 章 14 節）  

「ことばは人となって、私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父のみもとか ら来

られたひとり子としての栄光である。この方は恵みとまことに満ちて」 

メッセージ Be-1 教会 宣教師 高本エリック牧師  題：「 壁を壊す神様の愛 」 

報告者：菅野 健 

 

 

ボランティア感謝会報告 
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【編集後記】 

春の気配が日に日に増してきました。2022年度が始まります。日々の生活、周りの人たちへ感謝の気
持ちを忘れずに過ごしていきたいです。                       【K・M】 

 
 
 
Change！2022主催の第４回ワイズ・ナイトフォーラムを Zoomで開催いたします。 
目的は、ワイズメンズクラブを知らない非会員の一般の方々にフォーラムに参加していただき、ワイズの活
動を紹介し、ワイズを知って頂き、会員増強を推進することです。入会候補者およびYMCAリーダー等にワ
イズの魅力を紹介するフォーラムです。 
会員増強だけでなく、他クラブの活動内容を知ることができ、情報の共有にもなり、自クラブの活動の参考
になることと存じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月の予定 

◆４月 ６日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第２例会 １８：３０～ 

◆４月２０日（日） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第１例会 １８：３０～ 

ワイズ・ナイトフォーラムのご案内 

よろしくお願いします。 

【費用納入のお知らせ】 

費用の納入が済んでいない方は、振込をお願いします。 

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

 


