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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：oikawa-seimitu35@kha.biglobe.ne.jp 書記 及川 浩美 

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 
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THE  Y′Ｓ ＭＥＮ′Ｓ ＣＬＵＢ OF  SENDAI  HIROSEGAWA 

   

２０１９―２０２０年度 主 題（Theme） 

国 際 会 長   JennjferJones(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)主題「より良い明日のために今日を築く」 

アジア 会長  田中 博之   (東京多摩みなみ）   「アクション」 

東日本区理事   山田敏明(十勝) 主題:「勇気ある変革 愛ある行動！」 

北東部 部長  鈴木伊知郎（宇都宮東） 『われら北東部、世界のワイズメンズと共に前へ進もう』 

クラブ 会長  門脇秀知   「クラブの１０年後を思い描こう」 

                                                    

 

「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５月号ブリテン 通算第107号

2019.10.16 

『ロスアンゼルスの自粛生活』 

本野 日出子 

娘の住んでいるロスでは、コロナ感染者が３万人を超え、死亡者も１万６千人、市内には在宅命令

が出されて、食料品買い物と適度な散歩以外は外出禁止のようです。一時の品不足は解消し今は普段

通り何でも売っていているそうです。マスクも売っているそうです。 

パートの仕事をしていた娘は、即会社から出勤しなくていいと言われ、会社員の夫は、自宅で

テレワーク。リビングの片隅にオフィスを作り（机とパソコンが置かれている程度のようですが）、

仕事をしているそうです。９歳の孫は、オンラインで授業を受けて、塾もオンラインだそうです。

合間には友達とテレビ電話やゲームをして楽しんでいるようですが、やはり学校に行きたいと言

っています。 

日本とあまり変わらないようですが、聞いてびっくりしたことがあります。各家庭の朝食は、

ドライブスルーで家族分いただけるそうです。初めのころはありがたくいただいていたそうです

が、最近は、やはり日本食が良いらしくいただいていないようです。 

 毎年、孫の休みに合わせて帰国していたのですが、今年は残念ながら帰国できないようです。

学校も９月新学期始業まで休みが続くのではと噂されているそうです。日本の９月新学期開始は

いつか実現するのでしょうか？ 

普段は車社会のロス、毎日どんよりしている空も、今は車もめっきり減って晴れの日は、カルフォ

ルニアの青い空だそうです。一日も早く本当の青空が待たれるロスアンゼルスです。 

 

今月の聖句 

「あなたがたを襲った試練で、人間として耐えられないようなものはなかったはずです。 

神は真実な方です。あなたがたを耐えられないような試練に遭わせることはなさらず、 

試練と共に、それに耐えられるよう、逃れる道をも備えていてくださいます。」 

コリントの信徒への手紙 １０章１３節 

菅野 健 
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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 多田 修 DBC 菅野 健 ブリテン 増山 和憲 

書   記 門脇 秀知 DBC 村井 伸夫 ブリテン 門脇 秀知 

会   計 松本 京子 ユース 佐藤 剛 直前会長 門脇 秀知 

監   査 伊勢 文夫 ユース 清水川 洋 担当主事 増山 和憲 

地域奉仕 阿部 松男 YMCAサービス 伊勢 文夫 100周年行事 加藤 研 

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

会員増強 加藤 研 ドライバー 佐藤 健吾   

４月第１例会報告（コロナウイルス感染拡大予防の為、中止となりました。） 

在籍者 １５名 出席者 0名 メイキャップ 0名 出席率 0％ 

メネット ２名 ゲスト・ビジター  0名 ニコニコ ０円 

4ワイズ連絡会議 新型コロナに負けるな応援活動報告 

▽仙台 YMCA国際ホテル製菓専門学校生支援活動 （石巻広域ワイズ清水メン・門脇会長）    

活動日：令和2年5月 6日（水）・7日（木） 

5月6日、清水さんが米 5㎏を（株）田伝むし様より、購入。5月7日（木）午前 11時半、

仙台YMCA立町会館において加藤校長へお米５㎏を届けてきました。尚、（株）田伝むし様

より無償で全員におこげせんべい、玄米スープをプレゼントしていただきました。 

 

 

 

 

▽仙台 YMCA各施設の職員への応援活動 （石巻広域ワイズ清水メン・門脇会長） 

活動日：令和2年5月 8日（金） 14：00～18：00 

内容：ペットボトルのお茶（500ml）と袋菓子を人数分 

仙台 YMCA の各施設を訪問し、この時期ですので玄関先の手渡しとなりましたが職員の皆

様には喜んで受け取っていただきました。 

 

仙台YMCA国際ホテル製菓専門学校の留

学生にお米はプレゼントしました。 
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【菅野メンの思い】 

2011東日本大震災の津波 1995阪神大震災の神戸 

仙台広瀬川ワイズメンズクラブの皆様 

  この度は、ワイズメンズクラブの皆様より心のこもったご支援を頂き感謝申し上げます。 

ありがとうございました。 

保育園は、4月から全園児が揃ったことは一日もありませんが、職員が、皆、心を合わせて毎日を過

ごしています。緊急事態宣言が出ても活動自粛が出ても、保育園は、働く保護者のため、子どもたちの

ために閉館することなく運営してきました。 

三密を防ぐと言いましても、保育園はだっこやおんぶなど密接になりますし、子どもたちの涙やよだ

れにまみれての仕事です。もちろん細心の注意をはらい、マスク、手袋などできることはしていますが、

おやつや食事の場面も多く（完全に一方向は向けません）感染のリスクとの戦いで疲れが出てきていま

す。新規開設の保育園としての苦労に加えて、保育をしながら衛生管理をし、消毒や感染予防に気持ち

を砕いている職員にとって私たちを支えてくださる方、応援してくださるワイズの皆さんの存在は、何

よりの励ましになりました。頂いたお茶とお菓子は、三密にならないよう注意して行った職員会議の際

に職員に配り感謝していただきました。本当にありがとうございました。「私たちにまで・・・。あり

がとうございます。」思わず出た言葉が、皆の正直な気持ち、感謝の気持ちです。お会いできる日が来

ることを祈り、信じております。それまで、皆さまもどうぞ、ご注意ください。     

ＹＭＣＡ長町保育園  

園長 布宮圭子 

2020 人通りの消えた仙台駅

前 

【布宮園長よりＹＭＣＡ長町保育園の近況報告】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『今 、考えてみたいこと』 
テレビでは野球・相撲・サッカー中継もなくなり再放送が

主流になってきました。すでに亡くなった俳優も懐かしく観
られます。外出がままならない今、考えてみたいこと。 
 
学校の９月入学 
 ３か月間も開校できず、受業日数の不足が課題の今こそ、
９月入学を考えるいい機会ではないでしょうか。 

J リーグのシーズン 
試合の長期中断が続いている今こそ、欧州南米リーグに合
わせた秋開幕のシーズンを考えてみてはどうでしょうか。 

 
どちらも世界標準に合わせられるチャンスかも知れません。 

「ピンチ」を「チャンスに」、私の好きな言葉です。 
（報告：菅野 健） 
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『ＹＭＣＡクリスマスを通して』 

昨年度、クリスマス実行委員になり、初めてという事で不安

もありましたが、実行委員長でもある、仙台広瀬川ワイズメン

ズクラブの加藤研さんの愛のある言葉と委員会で協議を重ねて

いく中で、「ＹＭＣＡクリスマスを絶対に成功させよう」とい

う思いになりました。 

今回の経験を通し、私も全ての人に愛を伝える言葉と笑顔を

届けられる人になりたいです。また、すべての方に感謝を忘れ

ずに過ごしていきたいです。クリスマス委員の経験が、私の財

産となりました。この場をかりてお礼申し上げます。 

健康教育事業部スタッフ 

渋谷美羽（しぶや みう） 

 

【職員紹介】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【６月行事予定】 

◆ ６月 ３日（水）  仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第２例会 

◆ ６月 ６日（土）  第２３回東日本区大会  中止 

◆ ６月１４日（日）  いちごボランティアワーク 

◆ ６月１７日（水）  仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第１例会 

◆ ６月２７日（土）  仙台ＹＭＣＡ大会 

 

 

【編集後記】 

ようやく、レギュラークラスが始まります。たくさんの子どもたちの笑顔を見ることができます。 

神様の恵みと導きに感謝しながら、精一杯、取り組んでいきます。 

【Ｋ・Ｍ】 

【６月いちご農園ボランティア募集】 

震災から１０年目を迎える節目となりました。復興が進んでいく中、まだまだ何も変わらな
い現実もあります。現在、震災の記憶が風化しています。私たちのなかでも震災を忘れかけて
います。 
忘れない、そして復興の現状を確認するためにも、山元町のボランティアに参加しませんか？ 
 
場 所： 山元町岩佐いちご農園  
日 時： ２０２０年 ６月１４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： 土入れ（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 
 
＜岩佐いちご農園＞ 
 東日本大震災の津波でハウスは甚大な被害を受けられました。２０１１ 年５月に横浜 YMCA 
の専門学生が、ボランティアとして岩佐いちご農園の復興にＹＭＣＡとして初めて関わりまし
た。 その後もＹＭＣＡから多くのボランティアが岩佐いちご農園を訪れました。  
２０１９ 年度は、計１１回実施し、述べ６８名が参加しました。 


