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２０２２年３月 会報  厚木ワイズメンズクラブ 第１９４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３月度 厚木ワイズ本例会 予定 

日時：２０２２年３月２３日（水） 

１８：３０～２０：００ 

♦会場：依知南公民館（16 時～20時使用可能） 

住所：厚木市下依知 3-1-7 

TEL:046-245-0436（２F の集会室使用、駐車場は  

多数の台数あり） 

☆今回は蔓延防止解除で、いつもの会場のアミ  

ュを予約出来ませんでした。 

♦方式：ZOOM＆対面 

・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 

・バッ地理          澤内 隆 ワイズ 

・卓話 高校生を含む人形浄瑠璃「あつぎひがし座」 

・交流情報交換 

・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 

―――――――――――――――――――――― 

３月例会・人形浄瑠璃実演へのご案内 

・日時 2022 年 3 月 23 日（水）18 時 30 分～20 時 

・会場:依知南公民館 

・人形浄瑠璃「あつぎひがし座」 

話者 林田 洋子さん 

座員による人形浄瑠璃（三人遣い）実演もします。  

・事業活動概要  

あつぎひがし座は人形浄瑠璃に親しむため 

1975 年県立厚木東高等学校卒業生によって 

結成。厚木市内にある相模人形芝居（国指定重要 

無形民俗文化財）「林座」の指導も受けていまし 

た。現在、高校生も含む座員 30 名で週 1 回練習を 

行っている。技芸の伝承と向上を目的に毎年 6 月 

に自主公演を開催。近隣の小学生児童を対象に「人 

形浄瑠璃講座」を 10 年開催しています。年々減少 

しつつあり郷土芸能、地域文化の灯を大切に地域 

貢献しています。 

例会データ  ２月   在籍会員 １１人 

会  員 １０人 

ビジター   人 

ゲ ス ト   人 

合    計 １０人 

メイキャップ済み 

   人 

出席率  ９１％ 

ロバ      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 

今月の聖句 

悲しみが喜びに変わる 

「あなたがたがわたしの名によって何かを

父に願うならば、父はお与えになる。今まで

は、あなたがたはわたしの名によっては何も

願わなかった。願いなさい。そうすれば与え

られ、あなたがたは喜びで満たされる。」 

     ヨハネによる福音書16：22.23 

 



ぜひぜひのお誘い ご案内申し上げます。お気軽に 

ご参加して実際にお人形さんと触れたり演じる体験

をしてみませんか。皆様の熱い支援をお待ちしてい

ます。 

※申込方法  対面出席の方 15 名まで ZOOM 出

席の方は人数制限ありません。申込締め切り 3 月 20

日。佐藤節子までお願いします。 E メール

zamasunsun＠Icom.home.jp 090-3903－2310 

なお、不明点がありましたらご遠慮なくご連絡願い

ます。 

――――――――――――――――――――――― 

会員から 

   東京サンセットツアー 澤内隆 

１月にツアーを企画し、水陸両用のバス・KABA3

に添乗し、ガイドを務めました。この企画はフジエ

クスプレス×東京タワー×東京 芝 とうふ屋うかいが

タッグを組んだ初企画で、日没前後の港区を陸・海・

くう(食う/空) で巡る「東京サンセットツアー」でし

た。「東京サンセットツアー」は、 

 ●陸上も水上も進むことができる水陸両用バス

「TOKYO NO KABA」で 

 ●空高くそびえ東京のランドマーク「東京タワー」

を訪れ 

 ●自家製豆腐と旬の食材を使ったとうふ会席料理

「東京 芝 とうふ屋うかい」を味わうツアーでした。 

それぞれの魅力をセットにした日没前後の港区を巡

る旅は、「東京 芝 とうふ屋うかい」から始まりま

した。豆乳やおからを使った 3 種の自家製のスイー

ツが味わえるアフタヌーンティーの後は、「TOKYO 

NO KABA」がお迎えにあがりました。車窓から港

区の景色を堪能した後は、バスのまま海へダイブ。

潮風を感じながら、薄暮のお台場エリアを遊覧。水

面に映り込む光景が美しくなったころ上陸し、目指

すのは高さ 333m の「東京タワー」です。トップデ

ッキから見下ろす、煌びやかな港区の夜景を楽しみ

ました。「MINATO シティプロモーションクルー認

定事業」に認定された、港区に多数存在する３とい

う数字にまつわる話を紐解く事業として、港区の魅

力を紹介いたしました。日本のビジネスの中心地と

しても首都圏の海の玄関としても栄え、個性豊かで

見どころがたくさんある港区。陸から海から、そし

て食から。サンセットの港区をさまざまな角度から

紹介いたしました。MINATO シティプロモーション

認定事業「3」パワープロジェクト、333m の東京タ

ワーのメインデッキと水陸両用バス KABA3 で第 3

台場に行く、展望教室と KABA3 ツアーでした。 

―――――――――――――――――――――― 

２月２４日 本例会報告 

日時：２０２２年２月２４日（木） 

１８：３０～２０：３０ 

方式：ZOOM＆対面 

★予定通りの 23日は祝日の為、変更になりました。 

・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         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 

・バッ地理          澤内 隆 ワイズ 

・交流情報交換 

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     徳澤さん 

閉会点鐘          佐藤節子  会長 

――――――――――――――――――――――― 

厚木 YMCA報告  

フードドライブ 

厚木 YMCA 内にて仕分けが行われました。 

３月９日 森田智重子、佐藤節子  

集まった食料品を消費（賞味）期限２か月未満、 

２か月以上とに仕分ける 

３月１０日 川口知幸、徳澤洋子 佐藤節子 

 ２か月未満とすぐ食べられるお菓子をホサナ保育 

園にお渡ししました。 



 

３月１１日 オベリン託す 

 フードドライブで集まった食品をオベリン大嶋園

長に託す。 

――――――――――――――――――――――― 

事務会報告 

協議題 

３月２３日本例会に向けて 

１， 卓話 ひがしはやし座座員のみなさまによ

る実演にむけて 18時より準備に入る 

司会 徳澤 洋子 

２、フードドライブ仕分け完了  

３月９日  森田智重子、佐藤節子  

３月１０日 川口知幸、徳澤洋子 佐藤節子 

３月１１日 オベリン大嶋園長に託す 

３，４月お花見例会について 中止 

通常の例会開催 卓話者候補があればお知らせ

願います。 

４、事務会について 

  ４月より原則として 毎第２土曜日 18時より

開催することになりました。 

５，横浜 YMCA ウクライナ支援金について  

厚木ワイズメンズクラブ 5 万円させて頂く。 

――――――――――――――――――――――― 

編集後記 

 執筆依頼が遅くなり、執筆者のみなさまには大変

ご苦労をおかけいたしました。３月号が何とか発行

できました。関わってくださいましたみなさまに感

謝申し上げます。（KT） 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

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 

 


