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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 
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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 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

「今年もよろしくお願いいたします」 

布宮圭子 

 2021年を無事に迎えることができました。今年もよろしくお願いいたします。 

去年の今頃、このような 2021年になることは、全く想像していませんでした。広瀬川の例会を

長町保育園でしたいなぁ～。と夢のようなことを考えていました。 

ＹＭＣＡ長町保育園は、自粛の中で開園し、地域との交流もなく、園児と一緒に食卓を囲むこ

ともなく、行事も縮小し、打ち上げもありません。消毒、消毒、消毒…。掃除、掃除、掃除の毎

日です。様々なことがありましたが、園児もみんな元気！賑やかな毎日です。マスク越しですが、

目いっぱいの笑顔で頑張っています。一日も早くマスクのない生活に戻りたいものですね。 

 

5歳児Ｓ君の大発見 

「エーッ、こんな顔なんだ！！」マスクを外した顔を見てビックリ！！どうゆう意味？？ 

 

 

                        

今月の聖句 

恐れてはならない。勇気を出すがよい。 

                                     ゼカリヤ書 第８章１３節 

菅野 健 

仙台広瀬川ワイズメンズクラブ 
  ２０２１年１月号ブリテン  

通算第116号2021.1.26 

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！」 
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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 

1月第1・第 2合同例会報告 

在籍者 １４名 出席者  ５名 メイキャップ ３名 出席率 ３５％ 

メネット １名 ゲスト・ビジター  ０名 ニコニコ ７，０００円 

【1月第 1・第 2合同例会 報告】 月間強調：ＩＢＣ・ＤＢＣ 

日 時：2021年1月20日  18:45～20:30 

場 所：仙台YMCA203教室 

参加者：阿部メン、門脇メン、菅野メン、佐藤（剛）メン、松本ウィメン、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 

 「恐れてはならない。勇気を出すがよい。」 ゼカリヤ書 第8章13節 

 6.会計中間報告（松本ウィメン） 

7.10周年行事の進捗状況について 

－10周年記念誌の進捗状況について、菅野会長と門脇メンより報告があった。2月第1例会で記念誌原稿の確認が

される。 

8.東日本大震災記念礼拝計画について 

 9.次期会長の選任について 

 －会長・副会長・書記で会長選考について協議し、ワイズメンへ発信する 

10.コロナ禍における2月以降の例会の持ち方について 

 －第1例会・第2例会を予定とするが、コロナの状況によっては合同例会になることもある。 

11.誕生日祝い（5日：菅野メン）・ニコニコ 

12.連絡・報告 各担当及び担当職員 

 －①2月11日（祝）仙台ＹＭＣＡ全体研修会に関して 

－②チャリティーラングッズ販売に関して 

13.閉会挨拶                                     会 長 菅野 健 

14.閉会点鐘                                     会 長 菅野 健 
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【仙台広瀬川ワイズメン ２０２１年の抱負】 

「ピンクシャツデー」は、2007 年、カナダの学生 2 人

から始まったいじめ反対運動です。ある日、ピンクの

ポロシャツを着て登校した少年が「ホモセクシャルだ」

といじめられました。それを聞いた先輩 2 人が 50 枚の

ピンクシャツを購入、インターネットで「明日、一緒

に学校でピンクのシャツを着よう」と呼びかけました。

翌日学校では呼びかけに賛同した数百名の生徒がピン

クのシャツや小物を身に着けて登校。学校中がピンク

色に染まり、いじめが自然となくなったそうです。  

 このエピソードは SNS 等で世界中に広まり、今では

70 カ国以上でいじめに反対する活動が行われていま

す。カナダで最初にこの出来事があった日が、2 月の

最終水曜日でした。それ以降、2 月の最終水曜日に私

たちもいじめについて考え、いじめられている人と連

帯する思いを表す 1 日としています。 

昨年も仙台ＹＭＣＡでは、ピンクの物を身に着け、いじめについて考える１日となりました。 
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クリスマスパーティーも忘年会も新年会もなくなった年末年始でした。 

頼りのテレビは再放送のオンパレード。ドラマに映画に亡くなった俳優が続々出演するのも懐かしいよ

りも寂しい思いで国産作品は途中打ち切り多数。外国産は俳優の情報もあまりないので

まあまあ鑑賞出来ました。その中に、「シンドラーのリスト」がありました。だいぶ前に

映画館で観た作品なので何度かコーヒー休憩を入れながらゆっくりと観ることが出来ま

した。 

「ナチス・ドイツによるユダヤ虐殺をまのあたりにしたドイツ人実業家オスカー・シン

ドラーは、秘かにユダヤ人の救済を決心する。彼は労働力の確保という名目で、多くの

ユダヤ人を安全な収容所に移動させていく」という筋書き。一応は名作と言われた長編作品です。 

映画の最後の方で、成功の秘訣は？」と尋ねられたシンドラーの答えに興味を持ちました。 

答えは、「身近に信じられる牧師・医師・会計士がいること」です。私は幸い教会員ですし、定期的に薬

をもらいに通院し、仕事の関係で税理士さんとも付き合いがあるのでこの答えに素直に当てはまります。 

 教会員でない方、病院に通院しない方、会計士と付き合いのない方はどう受け取ればいいのかを考え

てみました。私なりの結論。牧師に替わるのは僧侶でも神様でもいいのではないでしょうか。誰でもお

寺や神社にお参りはするでしょう。その時のお祈りが大切ではないでしょうか。 

医師は頻繁に通院しなくても一人くらいはいるでしょう。その先生を頼りにすることが大切でしょう。

会計士は、専門家でなくても何かと相談できる人、例えば家族でもいいでしょう。 

結論は、「一人で悩まずに適当に頼れることは頼る」というのが「成功の秘訣」さらに「長生きの秘訣」

と勝手に理解したコロナ禍冬休みでした。 

 2021年中にコロナ禍は収まらないと言われ始めました。シンドラーのようなわけにはいかなくとも、

少しでも世の中のために、人のために貢献できることをしたいと思った 76歳の新年です。 

 

コロナ禍あまり先の事を考えず、健康に気を使い体調管理を徹底し、ポジティブに暮らす

ことです。 

 

 

 

昨年末に部屋を整理していると、読みかけの本や、まだ読んでない本が出てきました。興

味があって買ったものばかりで、自分の情けなさを痛感するばかりでした。本年も先が見

通せない一年になりそうですが、読書を通じ新たな引き出しを作ることに努めていきたい

と思いました。クラブの皆様、本年もご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 
 

 

【２月の予定】 
◆２月 ３日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第２例会 

◆２月１１日（祝） 仙台ＹＭＣＡ全体職員研修会 

◆２月１７日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第１例会 

◆２月２４日（水） ピンクシャツデー 

松本京子 

菅野 健 

【編集後記】 

 多田メンの抱負と似ていますが、私

も今年は読書を楽しみ、様々な知識を

深めていきたいと思います。 

【Ｋ・Ｍ】 

多田 修 


