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２０２２年８月 会報  厚木ワイズメンズクラブ 第１９９号 

 厚木クラブ会長 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８月度 厚木ワイズ本例会 次第 

日時：２０２２年８月２４日（水） 

１８：３０～２０：３０ 

方式：ZOOM＆対面 ハイブリット形式 

会場：アミューあつぎ ６０４ 

・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           書記 

・感謝の祈り           書記 

・ゲスト・ビジター紹介      会長 

 

・卓話 

「歴史は語る！大地震と富士山の噴火」 

～現実味が帯びてきた！「南海トラフ大地震」～ 

  卓話者 倉持隆雄氏 

    厚木市セーフコミュニティ総合指導員 

    元厚木市危機管理部長 

・会長報告           会長 

・YMCA 報告          担当主事 

・ハッピーバースデー      

・閉会点鐘           会長 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

天国の田中勝子母へ    徳澤ひろ子        

２０２２年５月２４日、９２歳で昇天しました母、

田中勝子は、１９３０年５月８日、鹿児島県大崎町

で開業医の三女として生まれました。 

２００７年頃、今から１５年程前、私、徳澤は両親

の住む町厚木市に住宅を設けました。両親と同居で

はありませんが、それぞれの家を行ったり来たり、

宿泊したりで濃い交流の時間を持てた事は感謝でい

っぱいです。 

私は鹿児島市在住の頃、キリスト教会のお友達に

誘われ、ワイズメンズクラブに入会していました。

厚木市に移り、お誘いも受け、両親もワイズメンズ

クラブに入会してくれました。そこでたくさんの交

流を与えてくださいました厚木ワイズの方々にはと

ても感謝しています。高齢ではありましたが、色々

な活動に参加させて頂き、充実した時間であったと

信じています。両親とも、キリスト教会生活をする

例会データ  ７月   在籍会員 １０人 

会  員 ７ 人 

ビジター ０ 人 

ゲ ス ト ０ 人 

合    計 ７ 人 

メイキャップ済み 

 ０ 人 

出席率   ７０ ％ 

ロバ     ０ 円 

今月の聖句 

主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさ

む人。その人は流れのほとりに植えられた

木。ときが巡り来れば実を結び、葉もしおれ

ることがない。その人のすることはすべて、

繁栄をもたらす。神に従う人の道を主は知っ

ていてくださる。神に逆らう者の道は滅びに

至る。 

          詩編１：１～６ 

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/


中で、ワイズの趣旨は、自然と受け入れられる物だ

った模様です。母が残してくれたもの、肩に力の入

らない「愛と博愛の精神」を忘れずに、娘達へ、孫

達へと続いてくれる事を祈ります。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

小話 田口堅吉 

小さな親切運動 

 旧制の厚木中学出身の茅元東大総長が１９

３６年の東大卒業式の祝辞がもとになり、始

められた有名な「小さな親切運動」。祝辞の

中でこんなお話しをされております。 

 数か月前の夕刊にこんな話が出ていました。

あるバスの停留所で、ひとかたまり人々が、

夕暮れのなかバスの来るのを待っておりまし

た。その時、夕刊配達の子が自転車に乗って

そこまで来た時、何かのはずみにチェ―ンを

はずしてしまいました。すると、この群れの

なかから、一人のおじいさんがあらわれ、「こ

うしてチエーン をはめるんだよ。わたしは自

転車屋だから上手なんだ」といって、あっと

いう間に修理してしまいました。すると、こ

れを店のなかから見ていた八百屋のおばさん

が、水を入れたバケツと石鹸と手ぬぐいをも

って来て、手が汚れたろうからお洗いなさい

と云ったのです。するとおじいさんは「お前

は急ぐだろうから」と言って夕刊配達に先に

洗わせ、自分は後から洗って、おばあさんに

有難うとお礼をし、丁度そこに来たバスに乗

った。これを。終始見ていた人々の心は、な

にかしれぬあたたかいもので一杯になったと

いうのです。 

 私が本日このおめでたい卒業式に、こんな

話をなにゆえにするのか。それはこのような

「小さな親切」は「なだれ」現象を起こすか

らです。物理学の問題でも取り上げられる興

味深い現象であるからです。手っ取り早く申

し上げると、何かのきっかけで小さな雪の塊

が転がりだすと、それが次第に大きくなって

雪崩となる。この「小さな親切」をきっかけ

としてこれが社会の隅々までも何気なく、ま

んべんなくおこなわれるようになることを、

私は心から希望してやみません。 

この「小さな親切」を勇気をもってやってい

ただきたい。云々 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第２９回ＡＩＤＳ文化フォーラム 

テーマ 文化～くりかえされるもの うまれるもの  

期間 2022 年 8 月 5 日（金）～7 日（日）3日間  

10時～17 時 30分  ＊最終日は 16 時まで 

開催場所 かながわ県民センター 2 階ホール 

オンライン(Zoomウェビナー、YouTube配信) 

参加 自由／無料 

主催 AIDS 文化フォーラム in横浜組織委員会 

 組織委員長：横浜 YMCA 総主事 佐竹 博 

 社会福祉法人 横浜いのちの電話 

 カトリック横浜教区 

 ワイズメンズクラブ国際協会東日本区湘南沖縄部 

 公益財団法人 横浜 YMCA 

共催 神奈川県 

後援 横浜市健康福祉局、川崎市、相模原市、 

 横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、横浜商工会議所、 

 神奈川県教育委員会、公益財団法人エイズ予防 

 財団 

 

フォーラムでの小松仲史湘南沖縄部部長 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 



２０２２年７月度 厚木ワイズ本例会報告 

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 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

フードドライブ   

今年も厚木ＹＭＣＡに集められた食料品を仕分けし

ました。ささげられた方々に感謝いたします。 

 

   ８月５日の仕分け作業 

―――――――――――――――――――――― 

YMCA から 

第１３回「福祉の広場２０２２みるコンサート 

          物語 in あつぎ」 

日時 8 月 18 日（木）１３時３０分開場１４時開演 

内容 第１部 プルミエ・プチコンサート 

   第２部 ピーターパン 影絵劇団かしの樹 

入場 無料 

会場 厚木市文化会館 大ホール 

 ―――――――――――――――――――――― 

事務会報告 

８月の事務例会は開催されなかった。 

――――――――――――――――――――――― 

編集後記 

 AIDS 文化フォーラムの会場に初日の１０時から参

加してきました。参加者がひとりひとり距離を取り、

座っていました。広い会場でしたのでかなりの方が

参加していました。「HIV/AIDS と文化」というテー

マで４人の講師の方がそれぞれの分野でのAIDSに関

係したお話をされていました。なかなか意味深く、

取扱いに神経を使わなければならないお話でした。

なぜ「ＡIDS文化フォーラム」というように「AIDS」

と「フォーラム」の間に「文化」という言葉が入っ

ているのか、いまさらながら納得をすることができ

ました。（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 


