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今月の聖句 

いと高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ 

ルカによる福音書 第２章１４節 

菅野 健 

仙台広瀬川ワイズメンズクラブ 
  ２０２０年１２月号ブリテン  

通算第115号2020.12.23 

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！」 

 

「こんなはずじゃなかった」と思わせないように 

阿部 松男 

私が働く場所は大学のキャンパスです。3つのキャンパスには合計 1万2千人の学生が在籍し、

勉強に課外活動に「青春を謳歌して」います。いや、「謳歌していました」が正確な言い方でしょ

う。3月から全てのキャンパスは休校になり、立ち入りが制限されて学生の姿は消えました。年

末になっても完全に昨年までのキャンパスように戻ったとは言えません。コロナ禍がこんなに長

くなるとは1年前に誰が想像できたでしょうか。大学4年間の大切な1年を通学も出来ずに悶々

としている姿は見るに忍びないものです。特に新入生は入学式もなく、友人も作れず、サークル

活動も出来ず、ひたすらパソコンで講義を受けていると聞きます。「何のために、何を目標に大学

に入学したか」一人悩んでいる学生も多いと聞きます。来春卒業予定の 4年生もまた大変なよう

です。就職のための会社訪問も出来ず、肝心な求人数も昨年を下回っているようです。会社によ

っては内定を取り消すというケースもあるようです。 

これまでも学園紛争でキャンパスが閉鎖になったことはありますが、数か月で解決しました。

不景気で就職状況が悪くなった時代もありましたが、そう長いものではありませんでした。今回

のコロナ禍は全く違います。しかし、困難は永遠に続くものではありません。 

学生諸君が「こんなはずじゃなかった」と自暴自棄にならないよう、しっかりと支えるのが私

たち大人の責務と考えます。 
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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 

12月第 1・第 2合同例会報告 

在籍者 １４名 出席者  ８名 メイキャップ ２名 出席率 ５７％ 

メネット ２名 ゲスト・ビジター  ０名 ニコニコ １１，０００円 

【12月第 1・第 2合同例会 報告】 月間強調：ＥＭＣ－ＭＣ 

日 時：２０２０年１２月１６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、多田メン、 

    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 

5.今月の聖句・感謝の祈り 

 「いと高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ」 

 ルカによる福音書 第2章14節 

6．連絡・報告 各担当及び担当職員 

 ・専門学校の卒業制作『テーブルマナー』は、今年度、コロナウイルスの影響もあり、規模を縮小しての実施を検

討している。案内状は、保護者の方、講師、ＹＭＣＡ役員に限定してお渡しする予定。 

7．クリスマス例会 

 スピーチ  加藤 研 

 ・『はやぶさ２』帰還の話。苦しみ、悩むから人生。でも宇宙や世界など大きな事に目を向けると、ちっぽけな事だ

と思うことも出来る。心の中に夢や希望を持てる。 

 アトラクション 菅野 健 

 ・トランペットで『見上げてごらん夜の星を』『花は咲く』『きよしこの夜』を演奏いただきました。素敵な音色が

クリスマス例会の雰囲気をより一層盛り上げました。 

8．誕生日祝い（松本京子ウィメン）・ニコニコ 

9．閉会挨拶                                      副会長 加藤 研 

10．閉会点鐘                                       会 長 菅野 健 
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第 49回仙台ＹＭＣＡクリスマス 

12月4日（金）、第49回仙台ＹＭＣＡクリスマスが、仙台YMCA立町会館４Fホールにおいて開催されました。

毎年、この時期の恒例となりましたこの会は、仙台に暮らす留学生と仙台市民の交流を図る目的で行われ、毎

回多くのボランティアの手によって企画・運営されています。今回は、新型コロナウイルスの感染拡大防止の

ため、人数を制限し、仙台 YMCA 国際ホテル製菓専門学校の留学生との交流をメインに内部の学生およびス

タッフ、OM宣教団のみなさん、そしてワイズメンズクラブの方々も各クラブから 5名以内という条件で開催いた

しました。例年とは違う新しい形のクリスマスとなりましたが、アットホームな雰囲気で温かいクリスマス会にな

り、無事に終えることができましたことを、心より感謝申し上げます。 

第 1 部の礼拝では、OM 宣教団のみなさんによる専門学校生へのメッセージや寸劇、讃美など、大変楽しく心

温まる礼拝の時間を持つことができました。また、今回はワイズメンズクラブの皆様及び常議員会有志の皆様

より留学生へのクリスマスプレゼントとして、食糧支援をしていただき、会の中で贈呈式を行いました。11 名の

ワイズメンズクラブの皆様より、留学生一人一人に渡していただきました。 

第 2 部の交流会ではグループに分かれてチーム対抗ゼスチャーゲームで盛り上がり、国際おもてなし科の

スピーチでは、学校での様子や今回の感謝の言葉があり、あっという間の 1時間半となりました。 

当日は留学生24名、日本学生27名、ワイズメンズクラブの皆さん 11名、OM宣教団12名の計74名の皆さ

んが参加してくださり、温かく楽しいクリスマスとなりました。 

今年は新型コロナウイルスの感染拡大により、内部での開催となりましたが、来年は新型コロナウイルス感染

が終息し、50周年記念として、また盛大に開催することができることを願っております。 

今回、ご協賛・ご協力をいただきましたワイズメンズクラブの皆様、常議員有志の皆様、OM 宣教団の皆様、

そしてクリスマスの運営に関わった YMCA職員、子どもたちすべてのみなさんに心より感謝申し上げます。 

報告者：髙橋麻美 
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【冬季ユースリーダー委嘱状授与式】 

～見上げてごらん夜の星を～ 

 

１２月５日（土）１９時～２０時、仙台 YMCA立町会館で、ユースリーダー冬季委嘱状授与式が行われ

ました。仙台広瀬川ワイズメンズクラブからは菅野メン、加藤メン、仙台ワイズメンズクラブから吉田

一恵ウイメン、石巻広域ワイズメンズクラブから川上直哉牧師が参加し、ユースリーダーたちを温かく

包んでくれました。コロナ禍の中、１１名の授与者がおり、冬季プログラムを盛り上げてくれる事と期

待しています。仙台 YMCAでは冬季プログラムでも感染防止対策を推進し、参加者の皆さんと共に安全で

意味のある冬を過ごして行きます。新型コロナウイルスが終息した際は、ワイズメンズクラブの皆さん、

ユースリーダーの皆さんと共に笑顔で交流をさせて頂きたいと思っています。授与式で加藤研さんが私

たちに伝えてくれました。「苦しい時、疲れた時、ゆっくり夜空の星を見上げてごらん。心が落ち着き、

また意欲がわいて来ますよ」 

 

<参加者>レイパーソン ４名  リーダー １０名   

スタッフ１１名       合計２５名 

 

報告者：荒木啓二 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【１月の予定】 
◆１月 ６日（水）広瀬川ワイズメンズクラブ第２例会 １８：４５～ 

◆１月２０日（水）広瀬川ワイズメンズクラブ第 1例会 １８：４５～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【編集後記】 

２０２０年が終わりを迎えようとしています。マスク・消毒・手洗い・うがいなど生活スタイルが大きく変わった

２０２０年でした。来年は、オリンピックが開催されるのか？大きな期待と、油断できないコロナウイルスへの不安

を抱えながら２０２１年が始まろうとしています。 

【Ｋ・Ｍ】 

ユースリーダーに委嘱状を渡す加藤メン！ 


