
THE SERVICE CLUB FOR THE YMCA 〒２４３－００１８

神奈川県厚木市中町 ４－１６－１９ 厚木 YMCA内Affiliated with the International Association of

T E L 0 4 6 ( 2 2 3 ) 1 4 4 1 厚木クラブ会長 佐藤節子The  Y’s Men’s  Club  Of  Atsugi

Chartered  In  September 05, 2004 ホームページ: http://ys-atsugi.jimdo.com/

２０２１年８月 会報 厚木ワイズメンズクラブ 第１８８号

佐藤節子クラブ会長 今だからこそ、一歩前進！

～魔法のポジティブノートをつくろう～

主 湘南・沖縄部部長 咲かそう 人の輪～明るく・楽しく・元気よく～

東日本区理事 私たちは 次の世代のために 何ができるか？

題 アジア太平洋地域会長 100 年を越えて変革しよう
国際会長 世界とともにワイズメン

７月２８日本例会報告

開会点鐘

ワイズソング・ワイズの信条

聖書朗読と祈祷

互いに重荷を担いなさい。そのようにしてこそ、

キリストの律法を全うすることになるのです。たゆ

まず善を行いましょう。 ガラテアの信徒への手紙

6：2
協議事項

バッ地理 澤内ワイズ

新年度のクラブ企画について 会長

新年度に向けて 抱負ひとこと 参加者全員

報告事項

湘南・沖縄部より 会長

YMCA報告 担当主事

ハッピーバースデー 澤内 隆 さん

閉会点鐘

７月本例会における発言の要旨 田口堅吉

２年にわたる日下部さんの会長としてのご活躍に

感謝し、満を持しての佐藤さんの会長ご就任を祝し、

ドライバー（運動推進役）として本例会に出席しま

した。

１． 新年度にぜひ加えていただきたいこと

石井副会長のご尽力でお住まいの依知の方々がご協

力されて、新年早々の保育園でのすべてご負担での

お餅つき、春からの田園への保育園児のご招待、何

年も続くＹでの農産物の格安販売などなど無私のご

奉仕には心から感謝いたしております。YMCA の
方々も同じ思いだと思いますので、今年からどうで

しょう Yと YSが協力して依知の方々をクリスマス
の時にご招待して、保育園児のかわいいクリスマス

劇、アユの学校の小学生さんたちの美しい合唱、そ

の前後で私どもクラブのクリスマス祝賀の楽しい茶

話会にご招待しては。

２．新年度からクラブに復帰された澤内さんのバツ

地理を懐かしく毎度のことですが驚嘆しながら伺い、

そこで思いついたのですが。先日ＮＨＫの番組で軽

井沢と厚木のうまいもの探しの番組で軽井沢は一流

の鶏料理とニララーメンをキャンプ場で美味しそう

に食べるところ、片や厚木は白ころの酔笑苑の外観

紹介で終わり、なんだか軽井沢の引き立て役に使わ

れたような気がしてがっかりしました、さらに翌週

愛川町のうまいもの店をほかのテレビ局でしたかが

紹介、イノシシ料理の旅館、町でとれる野菜の天ぷ

ら店など一度行ってみたくなる番組で考えさせられ

例会データ ８月 ZOOM 在籍会員 １２人

会 員 ９人

ビジター 人

ゲ ス ト 人

合 計 ９人

メイキャップ済み 人

出席率 ７５％

ロバ

０円

会長 佐藤節子
副会長 石井芳隆
副会長 小松仲史
会計 森田智重子
書記 川口知幸
書記 徳澤洋子
監事 小林 秀
担当主事 阿部正伴

今月のみ言葉

憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身に着

けなさい。これらに加えて、愛を身に着けなさい。

愛は、すべてを完成させるきずなです。

コロサイの信徒への手紙 3：12-17
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ました。厚木には勿論イノシシ料理もあるし、来日

の米大統領に献じられた銘酒の水質の良さで知られ

る醸造元もあり、温泉も箱根に劣らぬ良質さで知る

人は知るところ、加えて厚木産のお米も良質で知れ

渡るところ、その上早くからセイフコミュニティの

認証を受け、住みよい街づくりを旗印に掲げ今に至

った厚木を知らないのかと言いたくなりました。

今日、澤内さんのバッ地理を伺って、ご多忙のとこ

ろ恐縮ですが、澤内さんにこれまたご多忙の市議の

石井さんから市政について概要をお聞きいただいて、

一度厚木をくまなく見ていただいてのご感想をぜひ

伺いたいものと思いました。

魔法のポジティブノート

澤内ワイズによる「バッ地理」に感動！ 佐藤節子

新型コロナウイルスの国内感染者数 8月 6日
100万人超。急速に感染が拡大しています。

ワイズクラブ活動も ZOOMにて余儀なくされて
いますが、そんな中、7月本例会にて澤内隆ワイズ
による「バッ地理」を見せていただき感激しました。

東京２０２０オリンピックのタイムリーな話題

に胸がスカッとしました。類い稀な才能ある「バッ

地理」の神様澤内ワイズを対外的にも「この人ここ

にあり」と厚木メンバーが、広めていこうじゃあり

ませんか。ポジティブノート 嬉しい気持ち第１号

でした。

------------------------------------------

会員から

東日本区大会の道案内 小林 秀

私は時折、コウバン（交番）におもむき、お店の

所在を尋ね、女性警官から道案内を受けることがあ

ります。しかし見知らぬ人から道案内を乞われたこ

とはあまりありません。でも私が公にやったのは、

厚木ワイズメンズクラブが第１８回東日本区大会を

厚木で開催したときでした。

シュウ（小林秀）さんは、厚木に在住だから、道

案内係、〇〇さんは当クラブの会計をやっているか

ら、大会の庶務会計係。〇〇さんは〇〇係といった

組織の役割が与えられたのです。実は私は１９７３

年、横浜市から厚木市へ移住してきた新参者でして、

厚木の風土や地理、街並みに明るくなかったのです。

結局、１８回東日本区大会の道案内の係は、私と

谷口四郎ワイズが担当することになったのです。以

下担当のやってきたことに、若干触れてみよう。

まず道案内をどのような参加者に、どこで、いつ、

どのように行うか・・・が検討され、

（１）会場にクルマでやってくる人は除くこと。

（２）北海道、東北方面等遠方からの参加者で小田

急電鉄及びバスを利用して会場（厚木市民会

館）へ向かうと思われる方々。

（３）小田急「あつぎ駅」下車の人、「ほんあつぎ

駅」下車で会場を目指す方々。

以上が道案内の対象になる人たちである。

つぎは、道案内を設置するところについて

（１） 小田急「あつぎ駅」及び「ほんあつぎ駅」

（２） 「ほんあつぎ駅」の南口と北口にある神奈川

中央交通のバス停留所

（３） 日程により、参加者が第一会場から第二会場

（レンブラントホテル）へ移動する拠点、厚

木一番街の入口付近。

つぎに、当日道案内をするのに伴って必要な品物

や物品などについてみてみよう。

大会旗、開催しおり、会場への順路表示板、会場へ

の道路地図、電車・バスの時刻表、会場案内図、こ

れらは、担当者が印刷したり、借り受けてきたり、

工作して、備えるものである。担当者の役割として

最も知恵を要すること。

つぎに当日の道案内について述べよう。

小田急あつぎ駅には開会３時間前頃から、谷口ワイ

ズが道案内人として立つ。そして小田急ほんあつぎ

駅には、私が道案内人として立った。うれしいこと

に、厚木 YMCAの学生さんが、ボランティアとして
数名が参加してきた。学生さんには、バス停（二か

所）の案内人として活動してもらった。「ほんあつ

ぎ駅」の改札口を出てくる人の中に大会参加予定ら

しい人で、目礼して通り過ぎる人が２，３あったが

尋ねてくれる人もなく平穏のうちに作業は進んだ。

正午頃に作業を終える。バス停で案内役をした学生

さんの報告によると、混乱するような事態はなかっ

たとのこと。一方あつぎ駅の道案内においては当駅

で下車した人があり、案内を必要とする人がいたと

のことであった。（小林秀）

------------------------------------------



湘南沖縄部からのお知らせ

2021～2022年度湘南・沖縄部第１回評議会報告
日 時 2021年 7月 31日（土）15時～
会議方法 ZOOMによる

板崎書記司会により開始。若木部長による開会点鐘。

ワイズの信条（ワイズソング省略）

開会祈祷 阿部部担当主事

若木議長による議事進行

・議事

第1号議案2020~2021年度事業報告 古田直前部長

承認

質疑 沖縄那覇クラブ・沖縄クラブ 解散報告

の中で沖縄クラブは西日本区に移籍というこ

とだが、沖縄部は立ち上げできたのか。

A 応答 西日本区では定款の変更にとりかかっ

ているとのことで、現時点では沖縄部が成立

していない

第 2号議案 2020~2021年度会計決算報告
古田直前部長

承認

会計監査 峯尾監事

第3号議案2021~2022年度行事予定 若木 部長

承認

部長クラブ公式訪問について、若木部長より、

各クラブより候補日を出して欲しい。

第 4号議案 2021~2022年度個別行事について
若木 部長

承認

第 5号議案 2021~2022年度会計予算案について
若木 部長

承認

第 6号議案次年度次期部長の選出について

若木 部長

承認

・YMCA報告
今年度チャリティランは 11月 6日~26日の期間に

て各チームが歩いた歩数によって競う形式に変更

する。

・監事講評

・閉会点鐘

ZOOMによる評議会も出席者一同が真剣に集中協

により、審議がスムーズに行われた。

------------------------------------------

８月２５日 本例会の予定

司会 書記

開会点鐘 会長

ワイズソング、ワイズメンの信条

ゲスト、ビジター、紹介 会長

聖書朗読 監事

協議事項

・ワイズ関連事項報告

・ＹＭＣＡ関連報告

卓話 小林 秀さん

テーマ ８７歳現役大学生 内に秘めたる情熱

生涯学習への意欲❣を語る

８７歳になろうとしている小林秀さんは放送大学に

て、勉学に励んでいます。何がそうさせるのか

内に秘めたる 情熱を 語っていただきます

ハッピーバースディ

閉会点鐘 会長

-------------------------------------------

ＹＭＣＡからのお知らせ

１．厚木ＹＭＣＡのコロナ対応と現状

２．フード・ドライブへのご協力感謝いたします。

３．チャリティランは今年もオンラインでの実施を

ベースに考えていきます。昨年とは形を変えて、タ

イムではなく、期間の間での参加者の毎日の歩数を

集計して競います。規模を拡大していくために地域

にも発信し、ＹＭＣＡ以外の団体も取り込んでいき

ます。参加費については個人エントリーが１万円、

チームエントリーは５万円を考えています。

--------------------------------------

フード・ドライブ報告

７月１２日午後、オベリン保育園の大嶋さん、厚木

ワイズメンズクラブの佐藤さん、森田さん、川口の

４名でフードドライブで集めた食品を贈呈した。

厚木 YMCAの学生さん ３６名

日本語科 １１人

介護科２年生 １４人

介護課１年生 １１人

学童 １４名

総計 ５０名



集めた組織はオベリン保育園と大和ＹＭＣＡと厚木

ＹＭＣＡです。

----------------------------------------------

事務会報告

コロナ蔓延のため、メールによる書類審査にした。

内容

１．７月２８日の本例会の内容について

２．2021～2022年度東日本区湘南・沖縄部事業

計画について コロナの状況によって内容の

変更、中止などがあると思いますが、予定と

して、部大会は１０月２３日（土）、新年会

は１月１０日（月・祭日）に予定されていま

す。

----------------------------------------------

編集後記

皆様からの原稿を締め切りまでにいただきまして

ありがとうございました。おかげさまで、今期２号

目のブリテンが発行できます。小林様には原稿用紙

３枚の厚木市で行われました東日本区大会へのお話、

懐かしく拝読いたしました。あつぎ駅が海老名市に

あって、厚木市と間違われることを事前に調べ、対

処されたというお話。大変面白かったです。小田急

線にあつぎ駅と、ほんあつぎ駅があることは本当に

まぎらわしいことです。あらためて注意をしなけれ

ばならないと思いました。（Ｋ）


