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２０２２年５月 会報  厚木ワイズメンズクラブ 第１９６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５月度 厚木ワイズ本例会 次第 

日時：２０２２年５月２５日（水） 

１８：００～２０：００ 

方式：ZOOM＆対面 

★予定通り本厚木アミュプラザ６０４号室 

・司会                  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 

・総会に向けて    

2021 年度 事業報告・収支決算書報告 書記・会計 

2022 年度 行事計画案・収支予算案  書記・会計 

・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     北村文雄さん 

               川口知幸さん 

・閉会点鐘          佐藤節子  会長 

4月度本例会 卓話報告     佐藤節子会長 

２０２２年４月２７日厚木ワイズ本例会報告 

卓話者 滝澤一穂さんをお招きして清虚洞一絃琴の

弾き語りをしていただきました。 

「一絃琴はもともと人に聴かせるものではなく、自

分の心のため精神を平らかにするために演奏するも

のでした。心静かに、穏やかにするとき、祈りのよ

うな気持ちとも言えます。」と奏者のお言葉です。 

お琴で１３絃や１７弦の見聞はありましたが，一絃

は初めてでした。一本の糸で奏でる音色に、ただた

だ心染み入り、江戸時代にタイムスリップしたよう

でした。 

4 曲：「」曲名とあらすじの紹介 

１「須賀」  

2008 年（平成 20 年）美智子皇后さまの前で演奏 

かやつり草（根が長い）のように長く栄えるその証

として、ここにこうして清々しい気分で 琴（きん）

をひくのは嬉しい 

２「すまごと」 

ひとすじに ひとすじに 昔をしとう すまごとの   

須磨を思う 

３「寝覚
ねざめ

」  

例会データ  ４月   在籍会員 １１人 

会  員 ９ 人 

ビジター １ 人 

ゲ ス ト ２ 人 

合    計 １２ 人 

メイキャップ済み 

   人 

出席率 ８２  ％ 

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 

愛は忍耐強い。愛は情け深い。ねたまない。

愛は自慢せず、高ぶらない。礼を失せず、自

分の利益を求めず、いらだたず、恨みを抱か

ない。不義を喜ばず、真実を喜ぶ。すべてを

忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべて

に耐える。愛は決して滅びない。 

    コリントの信徒への手紙13：4～7 

 

コリント 

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


梅雨に入る時期の風情をかたる 露を訪ねて 鳴く

虫も草の真垣に声絶えぬ 

４、「牡丹」  

ほほに差し込む日差しに ふとみると夜の雨にぬれ 

ている 牡丹の花が 鏡にうつる 

さわやかさ ひさしき ものをおもいながら眺めて 

いると 手すりのそと やなぎ つばめの飛び巡る  

キラキラしたすがすがしさ 

※江戸時代 後期 坂本龍馬も奏で 暇があると 

愛好したと言われています。 

５，おわりに おなじみの 「さくら」 

 

澤内 隆ワイズの「バッ地理」をたっぷり見させて

いただきました。いまさらながら「バッ地理」の意

味は、これは東西南北の新しい出来事を知り、地（域） 

を理（解）。新鮮な面白いニュースを共感と共創す

るねらいと思いが込められています。 

――――――――――――――――――――――― 

２０２２年４月 本例会報告 

日 時 ２０２２年４月２７日（水） 

１８時３０分～２０時 

形 式 対面と ZOOM とのハイブリット形式 

場 所 出席できる方 アミュー６０４室  

・司会                  書記 

・開会点鐘                会長 

・ワイズソング・ワイズメンの信条 

                     会長 

・今月の聖句               監事 

・感謝の祈り               監事 

・ゲスト・ビジター紹介          会長 

・バッ地理          澤内 隆 ワイズ 

・卓話 一絃琴の演奏とおはなし 

卓話者：清虚洞一絃琴奏者 滝澤 一穂 さん  

・交流情報交換 

・YMCA 報告        阿部正伴 担当主事 

・会長報告                 会長 

・ハッピーバースデー      

・閉会点鐘                会長 

湘南沖縄部報告   

２０２１－２０２２年度 

 湘南・沖縄部 研修会  

趣 旨 

昨年７月 ワイズメンズクラブ国際協会 東日本区 

は任意団体から一般社団法人となりました。歴史を 

振り返ると過去にも法人化が検討されましたが、諸 

般の事情で設立には至りませんでした。 

今般、一般社団法人となったことでさまざまな可能

性が拡がり、活動を拡張することができるようにな

りました。そこで、本年度の研修会は法人化された

ことでこれから目指すことや注意すること等、さま

ざまな法人・団体を熟知されている前横浜ＹＭＣＡ 

総主事田口 努先生（現日本ＹＭＣＡ同盟総主事）

をお迎えし、ご講演をいただくことといたしました。 

主 催 

ワイズメンズクラブ国際協会東日本区湘南・沖縄部 

協 力  

  横浜市舞岡地区センター 

日 時 

  ２０２２年 ５月２８日（土）１０時～１２時 

会 場  

  横浜市舞岡地区センター 

（横浜ＹＭＣＡ指定管理施設） 

    横浜市戸塚区舞岡町３０２０番地 

    電 話 ０４５－８２４－１９１５ 

内 容 

第１部 講演会 法人化で目指すこと（１０時～１１時） 

第２部 指定管理施設見学     （１１時～１２時） 

講 師 日本ＹＭＣＡ同盟 総主事 田口 努先生

（前横浜ＹＭＣＡ総主事） 

参加費     無 料 

すでに参加申し込み期限は過ぎておりますので参加

希望者は佐藤会長までご連絡ください。 

――――――――――――――――――――――― 

事務会報告 

５月１４日（土）１８時～１８時４０分 

内容 

５月本例会について 

 

1, ６月総会に向けて 事業計画  

会計報告 森田さん 

2, 湘南・沖縄部研修会および横浜YMCA会員総会 出

席者確認 



小松さん 川口さん（研修会のみ） 佐藤 

都合がついて 出席できる方はお知らせ願います。 

３、５月卓話者候補どなたか 推薦願います。 

４，その他 ご意見 ご要望 報告願います。 

――――――――――――――――――――――― 

編集後記 

 人形浄瑠璃「あつぎひがし座」の６月公演のご案

内があったのですが、情報を失ってしまいました。

５月会報の発行日が迫っており、ここで記載ができ

ませんが、調査して、６月号に間に合えば掲載した

いと思います。 （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 

 


