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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 

 

 

 

                        

今月の聖句 

悪に負けることなく、善をもって悪に勝ちなさい。 
ローマの信徒への手紙 第１２章２１節 

菅野 健 

仙台広瀬川ワイズメンズクラブ 
  ２０２０年１１月号ブリテン  

通算第114号2020.11.25 

THE  Y′Ｓ ＭＥＮ′Ｓ ＣＬＵＢ OF  SENDAI  HIROSEGAWA 

   

『一期一会』 

 仙台ＹＭＣＡ健康教育事業部 増山和憲 

 私は『一期一会』という言葉を大切にしています。改めて意味を調べてみると『一生涯にただ

一度会うかどうかわからぬほどの縁。出会いを大切にすることのたとえ。』とあります。元来、人

見知りな私ですが、この言葉には人と出会えたことへの尊さを感じます。ＹＭＣＡには、多くの

ユースリーダー、子どもたち、保護者の方、新たな仲間など多くの人たちが集まります。正に『出

会いの場』ですね。キャンプソングの中には『色んな偶然が重なってここにこうしてあなたと一

緒にいられることがただとてもうれしい』という一節があります。このキャンプソングを歌うた

びに、出会えたことへの喜びが込み上げてきます。 

今年の冬も、たくさんの子どもたちがＹＭＣＡのプログラムに参加します。色んな偶然が重な

って出会えたことに感謝していきたいです。また、日々の生活を通して『一期一会』を心に刻み

ながら過ごしていきたいです。 

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 

11月第 1・第 2合同例会報告 

在籍者 １４名 出席者 ７名 メイキャップ ２名 出席率 ６４％ 

メネット ２名 ゲスト・ビジター  ０名 ニコニコ ８，０００円 

【11 月第 1・第 2 合同例会 報告】 月間強調：ワイズ理解・ファミリーファスト 

日 時：２０２０年１１月１８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、佐藤（健）メン、佐藤（剛）メン、松本ウィメン 

    加藤メネット、多田メネット、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 

 「新型コロナウイルス感染予防に努めながら、様々な行事などを考えていきたい」 

5.今月の聖句・感謝の祈り 

6.10周年記念行事「5・15プログラム案」の検討 

 ◆実施場所・予算・行事の流れ・看板などの協議 

7.クリスマス例会について 

 ◆新型コロナウイルス感染者が増えてきため、例年のようにオークションや飲食店での例

会は行わずに、ＹＭＣＡ館内でクリスマスの雰囲気を作りながら例会を実施する。 

8.4クラブ合同例会について 

 ◆1月の実施は困難 

9.連絡・報告 各担当及び担当職員 

◆第 49回仙台ＹＭＣＡクリスマスは、人数の制限などがあるが、11月 24日（火）の実

行委員会で、様々な方針が決まる。 

10.誕生日祝い（8日：多田純子さん 15日：阿部松男さん） 

11.閉会挨拶              副会長 加藤 研 

12.閉会点鐘              会 長 菅野 健 
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【第 49 回仙台ＹＭＣＡクリスマス】 
日 程：2020年 12月 4 日（金） 

時 間：16:00～17:30 

場 所：ＹＭＣＡ立町会館 4Ｆホール 

費 用：無料 

■プログラム  第 1 部 礼拝 16:00～16:30  第 2部 交流会 16:30～17:30 

第 49回仙台ＹＭＣＡクリスマスは、新型コロナウイルス拡大を防止するため、広く参加

者を募集するのではく、参加者を限定して実施いたします。しかし、こんな時だからこそ、

困難の中にある人といつも共にいるイエスキリストの誕生の意味を皆様と分かち合いたい

と思います。 

コロナウイルスの影響で当日までに変更があるかもしれませんが、ぜひ仙台ＹＭＣＡク

リスマスにご参加いただき留学生と共にクリスマスをお祝いしましょう。 

 

仙台ＹＭＣＡクリスマス 

担当職員 髙橋麻美 

【仙台ＹＭＣＡ職員クリスマス礼拝】 
日 程：2020年 12月 13日（日）   

時 間：16:30～17:30 

場 所：日本基督教団 仙台東一番丁教会 

■今年も職員クリスマスを実施します。クリスマスをワイズの皆様とお祝いできることを

楽しみにしています。参加人数を把握するために、参加の申し込みは、仙台広瀬川ワイズ

メンズクラブ担当職員の増山までご連絡をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【12 月の予定】 
◆１２月 ２日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第２例会（予定）  

◆１２月 ４日（金） 第４９回仙台 YMCAクリスマス １６：００～１７：３０ 

◆１２月 ５日（土） 冬季ユースリーダー委嘱状授与式 １９：００～２０：００ 

◆１２月１３日（日） 仙台 YMCA職員クリスマス礼拝 １６：３０～１７：３０ 

◆１２月１６日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第１例会 

 
【編集後記】 

仙台では、今年も『光のページェント』が開催されます。例年、たくさんの方がページェントの輝きに目を奪われ

る時期となりますが、今年は例年同様というわけにはいかないようです。 

私は、ページェントを見ると、『クリスマス』や『年末』という気持ちになるので、少しの時間でもページェントを

見て気持ちを盛り上げたいと思います。 

【Ｋ・Ｍ】 


