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２０２２年１月 会報  厚木ワイズメンズクラブ 第１９３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 

 

２０２２年１月２６日 本例会の予定 

１７：１５～１８：４５ ZOOM＆対面にて開催 

会場：厚木アミュー６０４号室 

・司会            徳澤洋子  書記 

・開会点鐘          佐藤節子  会長 

・ワイズソング・ワイズメンの信条 

               佐藤節子  会長 

・今月の聖句         小林 秀  監事 

・感謝の祈り         小林 秀  監事 

・ゲスト・ビジター紹介    佐藤節子  会長 

★卓話 

・卓話者 秋元 美晴 さん 

  プロフィール 恵泉女学園大学名誉教授 

  青山学院大学大学院 文学研究科日本文学・ 

日本語博士課程 

  横浜ワイズメンズクラブ会員 

タイトル： 『聖書』に見られる気になる日本語 

YMCA 報告         阿部正伴 担当主事 

会長報告          佐藤節子  会長 

ハッピーバースデー 

閉会点鐘          佐藤節子  会長 

―――――――――――――――――――――― 

会員から           田口堅吉 

老境 

高齢者とは６５歳以上の人を指し、６５歳過ぎる

と老人扱いされ、会社も定年と称して退職させられ

るところが多いといった現状ですが、どうも高齢者

といっても元気な人もいれば、そうでない人も、一

体いくつくらいになったら老化が顕著になるのかと

思っていましたら、２０年近く前の話ですが、聖路

加病院の院長だった日野原先生が７５歳の男性の今

後５年ごとの老化の進み具合を調べてみたいという

ことで、統計処理上の必要から当年７５歳の人５０

０人を募集、５年ごとの老化を調べるプロジェクト

がスタート。私も興味を感じて応募しました。 

 第１回目の調査は三田の先生の診療所で行われ、

指定された日時に参りましたら、エレベーターを降

りたところに今まで見たこともないような美人のお

譲さんが満面の笑みを浮かべてのお迎え、受付まで

案内され、これなら何度来てもいいと思いました。 

普通の健康診断のほか、視力、聴力、虫歯の数、 

歩幅等を調べられ、終わりにベテラン看護婦さんの

問診、少し雑談もでき、今回の調査費用は先生の文
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あなたがたの祈りと、イエス・キリストの霊

の助けがわたしの救いになると知っている

からです。そして、どんなことにも恥をかか

ず、これまでのように今も、生きるにも死ぬ

にも、わたしの身によってキリストが公然と

あがめられるようにと切に願い、希望してい

ます。フィリピの信徒への手紙1：20～21 

http://ys-atsugi.jimdo.com/


化功労章としていただかれた賞金から出ていること、

美女はアルバイターということなど調査に万全を期

しておられることを知り、しっかりご協力しなくて

はと改めて感じました。  

それから５年たち第２回目の調査があり、調査結

果をグループ全体と、個人別の老化の進み具合を個

人あて文書として頂きました。老化の進み具合は全

員でも個人でも微々たるものということでした。 

それからさらに５年たち、８５歳での調査が始ま

りました。開始からほどなく調査中止の連絡が来ま

した。最初の班の調査ですでに死亡した人,病気で来

れない人が予想以上に多く統計処理が不可能という

ことでの決断とありました。 

高齢者の老化が顕著になるのが８０歳から８５歳

の間だと私は知りました。もうそれから７年たち、

老境に入る年齢ももう少し先に延びているのではと

思っておりますが。 

―――――――――――――――――――――― 

魔法のポジティブノート   川口知幸 

 大変うれしいことに甲府２１クラブの佐藤重良さ

んと廣瀬健さんが甲府から車を飛ばして厚木クラブ

の１２月本例会に出席してくださいました。私には

魔法のように思えました。ZOOM がうまくいかず、定

刻より遅れての例会でした。お待たせをし、何のお

もてなしもできずに申し訳ありませんでした。短い

ひと時ではありましたが、交わりを持つことができ、

活気のあふれる甲府２１クラブの活力の原点を垣間

見ることができました。「厚木と甲府はすぐ近くで

すよ」とさりげなくおっしゃった言葉が心にしみま

した。コロナ禍で心が落ち込んでいた私には、「近

くに仲間がいるんだよ。だいじょうぶ。だいじょう

ぶ。」という励ましが与えられたようで、なんと心

強かったことでした。感謝、感謝です。 

――――――――――――――――――――――― 

１２月２２日 本例会報告 

１８：３０～２０：００ ZOOM＆対面にて開催 

会場：厚木アミュー６０４号室 

・司会            川口知幸  書記 

・開会点鐘          佐藤節子  会長 

・ワイズソング・ワイズメンの信条 

               佐藤節子 会長 

・今月の聖句         川口知幸 書記 

・感謝の祈り         小林 秀 監事 

・ゲスト・ビジター紹介    佐藤節子 会長 

  甲府２１クラブ 佐藤重良さんと廣瀬健さん 

  森田さんのお母様 功刀昭子さん 

★クリスマスを祝おう 

・クリスマスのお話      川口知幸  書記 

・サプライズ         徳澤洋子  書記 

・クリスマスソングを合唱   全員で歌う 

・お菓子のプレゼント 

YMCA 報告          阿部担当主事 

会長報告            佐藤節子会長 

ハッピーバースデー 

閉会点鐘            佐藤節子会長 

クリスマスのお話   川口知幸 

イエスの誕生を知らされた人たち  

（ファーストクリスマスの証人たち） 

クリスマスとは何ですか。そもそもクリスマスと

はいったい何の日なのか。「クリスマスはキリスト

の誕生日」だということを聞いたことがあると思い

ます。１２月２５日がイエス・キリストの誕生日で

すか？ それははっきりとはわかりません。そうで

あるかもしれないし、そうでないかもしれません。

聖書のどこにもその記述はありません。一説による

とイエス様の誕生は仮庵の祭り（収穫祭）のころ（９

月下旬から１０月の初めのころ）ではなかったかと

言われています。それが１２月の下旬・最も寒い、

最も夜が長い時からだんだんと暖かくなる・だんだ

んと昼が長くなるちょうど冬至の時期にヨーロッパ

で行われていた冬至祭りと合わさってクリスマス・

イエスキリストの誕生を祝うようになったという説

もあります。いわれはともかくクリスマスはイエ

ス・キリストの誕生をお祝いする日であります。 

新約聖書を見てみましょう。そこには誕生日がい

つであったのかの記述はありませんが、系図が述べ

られています。聖書を読もうと思った人がつまずく、

新約聖書の最初の１ページ目、マタイの福音書の１

章１節です。（新約聖書のマタイの福音書１章１節

から１７節までを読む）。 

ここに出てくる人物は旧約聖書の中に記されている

人たちです。アブラハム、ダビデ、ソロモンなどの



名前は聞いたことのある方が多いと思います。 

アブラハム  ソロモン      サラテル 

イサク    レハベアム     ゾロバベル 

ヤコブ    アビヤ       アビウデ 

ユダ     アサ        エリヤキム 

パレス    ヨサパテ      アゾル 

エスロン   ヨラム       サドク 

アラム    ウジヤ       アキム 

アミナダブ  ヨタム       エリウデ 

ナアソン   アハズ       エレアザル 

サルモン   ヒゼキア      マタン 

ボアズ    マナセ       ヤコブ 

オベデ    アモン       ヨセフ 

エッサイ   ヨシア       キリスト 

ダビデ    エコニア  

１７節に「それで、アブラハムからダビデまでの

代が全部で十四代、ダビデからバビロン移住までが

十四代、バビロン移住からキリストまでが十四代に

なる。」。全部で４２代なければならないのに、聖

書には４１名の名前しかありません。聖書が数を間

違えているのでしょうか。ある牧師先生は最後のキ

リストが二代分、イエスキリストと私たち人類であ

るとおっしゃっています。いろいろな考え方がある

と思いますが、私もこの考え方に賛成です。今この

地に生きる私たちは最後の世代、最終走者、ア

ンカーの務めを受けている世代だと思います。 

マタイの福音書１書１８節を読む。 

マリアは聖霊によって身重になった。 

ではその誕生の時のことを見てみましょう。 

ルカの福音書２章１節から２０章までを読む。 

救い主イエス・キリストの誕生を知らせたのは天か

らの御使いでした。知らせた相手は野宿して羊の番

をしている羊飼いでした。その当時社会的にも蔑ま

され、過酷な職業であり、多分住民登録もされてい

なかった羊飼いに、どうして、神様は真っ先に救い

主の誕生を知らせたのでしょうか。マタイの福音書

２章１節から１２節までを読む。星の導きで救い主

の誕生を知らされ、長い長い道のりを旅し、救い主

の誕生を祝い、黄金、乳香、没薬の捧げものをした

のは東方の博士でした。星が救い主の誕生を知らせ

たのは東方の博士でした。どうしてでしょうか。救

い主の誕生を最初にお祝いすることができたのは羊

飼いと東方の博士たちでした。この最初のクリスマ

スの出来事を通して、みなさまはどのようなことを

お感じになられたでしょうか。 

まもなく２０２１年も終わろうとしております。

２０２１年前に中東の片田舎で起きた出来事に思い

をはせて、来る２０２２年がみなさまひとりひとり

にとりまして、素敵な一年となりますようにお祈り

いたします。 

――――――――――――――――――――――― 

厚木 YMCA報告 

・YMCA 祭 

11 月に実施しました「YMCA 祭」無事終了しまし

た。今年度も大きなイベントとしての開催はできま

せんでしたが、多くの方々のご協力の下、25 万円近

くの募金を集めることができました。現在最終報告

を作成中ですので、完成次第みなさんに改めて報告

いたします。 

・ピースフォーラム 

 2 月 11 日（金）に毎年開催されていました YMCA

会員大会ですが、より多くの YMCA に関わる方々に

参加してもらうことを目的として、今回は「横浜

YMCA ピースフォーラム」としてオンラインにて開

催されます。 お時間のある方はぜひご参加ください。 

――――――――――――――――――――――― 

会長 報告  

湘南沖縄部の新年会は中止になりました。 

――――――――――――――――――――――― 

事務会報告（１２月１１日） 

３０分遅れの１７時３０分より ZOOMにて開催 

出席者：佐藤、石井、小松、徳澤、川口 

＊２月から６月までの本例会のプログラムについて 

 １月：卓話者の返事待ち 

  横浜クラブ秋元美晴さん 

２月 断食月  

３月または４月 お花見と卓話 

（卓話者どなたか紹介願います） 

５月総会に向けてまとめ 

６月総会 

＊ブリテンは１月１５日を目途に発行する予定。 

編集後記 



１月の本例会は会場の都合で１７時１５分から 

１８時４５分までになりました。いつもの時間より

１時間以上早くなりましたので、お気を付けくださ

い。また、時間が短くなりましたが、効率よく進め

ていきたいと思います。毎回 ZOOM がうまくいかずに

ご迷惑をおかけしておりますが、限られた時間での

セットアップがうまくいきません。今回は開場が１

７時でZOOMセットアップの時間が１５分と短くなり

ます。現地集合ができます方はできるだけアミュー

厚木・６０４号室までおいでくださいますようお願

いいたします。（TK） 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

ワイズの信条 

１． 自分を愛するように、隣人を愛そう 

２． 青少年のために YMCAにつくそう 

３． 世界的視野をもって、国際親善をはかろう 

４． 義務をはたしてこそ、権利が生ずることをさ

とろう 

５． 会合には出席第一、社会には奉仕第一を旨と

しよう 

 

いざたて 

１． いざ立て  心あつくし 

手を挙げ  誓いあらたに 

われらの  モットー守る 

ふさわし  その名ワイズメン 

絶えせず  めあて望み 

この身を  捧げ尽くさん 

２． 歌えば   心ひとつに 

ともがき  ひろがり行きて 

遠きも   近きも皆 

捧げて   立つやワイズメン 

栄えと   誉れ豊か 

まことは  胸にあふれん 

 


