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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 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

「自動車の自賠責保険料」 

清水川 洋 

コロナとか災害とか増税とか値上げとか・・何やら辛い話ばかりの中でホッとする

話題を一つ。 

2021 年 4 月から適用される自動車の自賠責保険料について、昨年に続き今年も値

下げとなります。改定率は車種や保険期間などによって異なりますが、平均で 6.7%

の 2年連続大幅引き下げとなります。 

自賠責保険料が値下げとなるのは、端的に言えば交通事故が減ったからです。自動

ブレーキなどの先進安全技術の普及に加え、新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出

自粛により交通事故が確実に減少したからです。 

さらに宮城県内では通学路での移動式速度取り締まりの導入も始まっており、子供

達やお年寄りの更なる事故減少にも期待が持てます。交通事故ゼロを目指したいです

ね。 

 

 

 

                        

今月の聖句 

わたしは世の光である。わたしに従う者は暗闇の中を歩かず、命の光を持つ 

                                     ヨハネによる福音書 第８章１２節 

菅野 健 

仙台広瀬川ワイズメンズクラブ 
  ２０２１年２月号ブリテン  

通算第117号2021.2.26 

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 

2月第1・第 2合同例会報告 

在籍者 １４名 出席者  ６名 メイキャップ ２名 出席率 ４２％ 

メネット ２名 ゲスト・ビジター  ０名 ニコニコ ７，０００円 

【2月第 1・第 2合同例会 報告】 月間強調：TOF 

日 時：2021年2月17日  18:00～20:30 

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、多田メン、布宮ウイメン、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 

 「わたしは世の光である。わたしに従う者は暗闇の中を歩かず、命の光を持つ」  

ヨハネによる福音書第８章１２節 

 6.10周年記念誌の構成、記事の内容について確認 

 

7.次期会長の選任ついて 

－現会長の菅野さんが次期の会長を継続する 

8.「３．１１祈念礼拝」出席の件 

－出席人数に制限があるため、広瀬川ワイズメンズクラブでは誰が出席するかを確認。 

9.誕生日祝い（10日：佐藤健吾メン 21日：加藤 研メン 28日：高篠伸子ウイメン）・ニコニコ 

10.担当職員より連絡 

－ＹＭＣＡパヤオセンターオンライン交流会について 2月27日（土）11:00～12:00 

－ボランティア感謝会について 3月14日（日）※時間と場所に関しては、決まり次第連絡する。 

－2021年度バザー延期について ※6月の開催は状況的に難しく、実施がいつになるかは未定。 

11.閉会挨拶                                     会 長 菅野 健 

12.閉会点鐘                                     会 長 菅野 健 
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ピンクシャツデー 

メネット会～エプロンシアター寄贈～ 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

2月 17日（水）の例会時に、メネット会会長の多田メネットより、ＹＭＣＡ長町保育園園長の布宮

さんに、手作りのエプロンシアターが寄贈されました。今回の作品は『すてきなお誕生会』でした。 

メネットの皆様は、子どもたち、そして保育士さんの笑顔を想像し、１針１針に思いを込め縫って

いき作品を完成させています。 

 いつの日か、例会で『すてきなお誕生会』が披露されることを願っています。 

※次回の作品は『大きなかぶ』になるそうです。 

左：多田メネット 右：布宮園長 左：多田メネット 中：布宮園長 右：加藤メネット 

「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。 

佐藤健吾 

 

今年のピンクシャツデーは 2月 24日（火）でした。 

「STOP コロナ いじめ さべつ」に向け、心一つに取り組んでまいりたいと思います。 
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ボランティア感謝会・開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

◆３月１１日（木） ３．１１祈念礼拝と追悼の集い（石巻栄光教会礼拝堂・YMCA 石巻センター） 

◆３月１４日（日） ボランティア感謝会 

◆３月１７日（水） 仙台広瀬川ワイズメンズクラブ第１例会 

【編集後記】 

今年もピンクシャツデーに取り組みました。他者の個性を認め、思いやりのある行動は普段から大切なことです。

毎日がピンクシャツデーです。 

【k・M】 

 

【Ｋ・Ｍ】 

【費用納入のお知らせ】 

今年度も残りわずかです。費用の納入が済んでい

ない方は、振込をお願いします。 

笑顔で

一言 

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

 

毎年恒例の「ボランティア感謝会」を３月１４日

（日）１６時より、仙台ＹＭＣＡ立町会館にて実施

いたします。１部礼拝、２部感謝会の予定です。 

昨年度は、コロナウイルスの関係で開催を中止と

しましたが、今年度は、開催に向けて準備を進めて

います。 

この感謝会は、普段ＹＭＣＡの活動においてご奉

仕いただいているボランティアの皆さんへ感謝す

るとともに、この３月で卒業し、社会へ巣立つボラ

ンティアの学生への送別、励ましの会でもありま

す。お忙しい中とは存じますが、ご参加いただけれ

ば幸いです。参加費は１，０００円となっています。 

ぜひ、ＹＭＣＡで活躍している学生へ励ましの声

をかけていただけると幸いです。 

増山和憲 

 

よろしくお願いします。 


