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２０２２年７月 会報  厚木ワイズメンズクラブ 第１９８号 

 佐藤節子クラブ会長 ひたすらに、ゆったりと 輝いて！ 

  ～いつも笑顔で！～ 

主   湘南・沖縄部部長 楽しく・元気よく・前向きに 

  ～入りたくなるワイズにしよう～ 

 東日本区理事 未来に向けて今すぐ行動しよう 

題 アジア太平洋地域会長 新しい時代とともに、エレガントにへんかを 

 国際会長 フェローシップとインパクトで次の 100 年へ 

 

２０２２年７月度 厚木ワイズ本例会 次第 

日時：２０２２年７月２７日（水） 

１８：００～２０：００ 

方式：ZOOM＆対面 ハイブリット形式 

会場 

★厚木 YMCAビル隣 プロミス 6 階 6－3 

・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         徳澤洋子  書記 

・感謝の祈り         川口知幸  書記 

・ゲスト・ビジター紹介    佐藤節子  会長 

本例会次第 

・田中勝子さんを偲ぶ    徳澤 洋子ワイズ 

・会長報告         佐藤節子  会長 

・YMCA 報告        阿部正伴 担当主事 

・ハッピーバースデー      

・閉会点鐘         佐藤節子  会長 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

会長挨拶  佐藤 節子 

 会長主題「ひたすらに ゆったりと 輝いて！」

を掲げて、昨年より引き続き 2 年目の会長を務めさ

せていただきます。 

  改めまして、ご挨拶申し上げます。どうぞご支援、

ご協力よろしくお願いします。  

 いまだ、コロナ禍が落ち着かず、制限された活動に

なりそうな気配であります。どんな状況にあっても、

ゆったりと、輝いて、ひたむきに頑張る所存であり

ます。 

【目標】 まず会員増強です。 

例会を卓話中心に「厚木クラブは楽しいところで

す。」と自信をもって、仲間をお誘いしたいと思い

ます。一人がひとりの手をつなぎ、大きな輪をつく

り、「和をもって尊し」です。 

皆様、ひたすらに、ゆったりと輝きましょう！ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

小話 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

例会データ  ６月   在籍会員 １０人 

会  員 ６ 人 

ビジター ０ 人 

ゲ ス ト ０ 人 

合    計 ６ 人 

メイキャップ済み 

 ０ 人 

出席率   ６０ ％ 

ロバ     ０ 円 

今月の聖句 

信仰に生きる 

わたしたちの一時の軽い艱難は、比べものに

ならないほど重みのある永遠の栄光をもた

らしてくれます。わたしたちは見えるもので

はなく、見えないものに目を注ぎます。見え

るものは過ぎ去りますが、見えないものは永

遠に存続するからです。Ⅱコリント４：16-18 

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 

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


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

嬢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

化功労者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。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

あつぎひがし座人形浄瑠璃・６月２５日 

     厚木文化会館で 

演目 

・伽羅先代萩（めいぼくせんだいはぎ）から 

  政岡忠義の段 

・傾城恋飛脚（けせいこいびきゃく）から 

  新口村（にのくちむら）の段 

 

 ５名の方が参加して伝統芸能の人形浄瑠璃を鑑賞

しまし、楽しい時を過ごしました。 

――――――――――――――――――――――― 

２０２２年６月 本例会報告 

日時：２０２２年６月２２日（水） 

１８：３０～２０：００ 

方式：ZOOM＆対面 

場所：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 

・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  

2021 年 7 月～2022 年 6 月 

事業報告         書記 

収支決算書報告      会計 

監査報告         監事 

2022 年 7 月～2023 年 6 月度 

行事計画案        書記 

収支予算案        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     

・会員ひとこと 

・閉会点鐘          佐藤節子  会長 

総 会 

2021-2022 年度 事業報告について 



2021-2022 年度 収支決算報告について 

2022-2023 年度 事業計画案について 

        監査報告 

2021-2022 年度 収支予算案について 

 

議事全て全員一致にて賛成 承認可決された。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

湘南沖縄部報告   

２０２１－２０２２年度湘南沖縄部 第３回評議会 

日時：２０２２年６月２５日（土） 

   １５：００～１７：００ 

方法：オンライン ZOOM 

議事： 

第１号議案 CS支援金について 

 厚木クラブからの申請で第２回評議会から延期に

なっていた件を検討した結果、申請されたCS活動（人

形浄瑠璃）はすでに行われたということで却下され

た。 

第２号議案２０２２～２０２３年度部長方針と事業

計画 

 ８月５日～７日 ＡＩＤＳ文化フォーラム 

 １０月１５日  第２４回チャリティラン 

 １０月２２日  湘南沖縄部大会 

 １２月１７日  クリスマス礼拝 

 ２月１１日   横浜ＹＭＣＡ会員大会 

 ５月２７日   横浜ＹＭＣＡ会員総会 

 ６月３日～４日 第２６回東日本区大会（甲府） 

第３号議案次期部役員 

 部長   小松仲史（厚木） 

 部書記  板崎淑子（鎌倉） 

 部会計  日下部美幸（鎌倉）   

 

今期の部長は我らが小松さんです。みんなでサポー

トしましょう。 

――――――――――――――――――――――― 

YMCA から 

ＡＩＤＳ文化フォーラムが行われます。 

日時 ８月５日～７日 

   １０：００～１８：００（最終日１６：００） 

場所 リアル会場 かながわ県民センター 

   オンライン会場 ZOOMと YouTube ライブ配信 

今年のテーマは “文化”  

詳しくは YMCAにお問い合わせください 

―――――――――――――――――――――― 

事務会報告 

・７月６日 厚木 YMCA ５０２教室 

・佐藤会長、小松副会長、森田会計、川口書記 

・８月例会の卓話者について 

 小松さんの紹介で倉持氏にお願いをする。 

 タイトルは『歴史は語る！「大地震と富士山の 

 噴火」』 

――――――――――――――――――――――― 

編集後記 

新型コロナウイルスの「第７波」で感染者がかって

ないスピードで増えています。集会もなかなかＺＯ

ＯＭからリアルになることができません。記事の収

録にも苦労をしています。音声がよく聞き取れない

うえに、聞き漏らした言葉を尋ねる人もとなりにい

ません。まったく難儀なことです。編集者泣かせの

毎日です。（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 


