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２０２２年１１月 会報  厚木ワイズメンズクラブ 第２０２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１1 月度 厚木ワイズ本例会 次第 

日時 ２０２２年１１月３０日（水） 

１８時３０分～２０時 

形 式 対面・ZOOM による 

会 場 あつぎ YMCA 

司会            書記 

開会点鐘          会長 

ワイズソング・ワイズの信条 書記 

今月の聖句         書記 

感謝の祈り         書記 

ゲスト・ビジターの紹介   会長 

会長挨拶          会長 

湘南沖縄部部長公式訪問 

入会式 

横浜 YMCA 報告      阿部担当主事 

会長報告          会長      

ハッピーバースデイ     会長 

閉会点鐘          会長 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

報告 

第 34 回ユースボランティア・リーダーズフォーラム

武久 善樹（たけリーダー） 

酒巻 帆花（ゆずリーダー） 

1．概要 

日時：2022年 9月 30日（金）～10 月 2 日（日） 

場所：東京 YMCA 山中湖センター 

２．参加したきっかけ 

• たけリーダー スタッフからお話をいただいた 

   リーダーとして成長したい 

• ゆずリーダー スタッフからお話をいただいた 

   リーダーとして、社会人として成長したい 

３．スケジュール ～1 日目～ 

13：00 東京駅集合・出発 

17：00 山中湖センター到着 

19：00 基調講演 

「今、ボランティアリーダーに求められること」 

    講師 小倉 哲 

21：00 グループタイム 

～2日目～ 

6：30 起床 

7：00 朝の集い、朝食、DUTY 

9：00 各 Y、ワイズタイム 

10:30 グループタイム、ビッグカヌー 

例会データ  １０月   在籍会員 １０人 

会  員  ８人 

ビジター  ０人 

ゲ ス ト  ０人 

合    計  ８人 

メイキャップ済み 

０ 人 

出席率    ８０％ 

ロバ     ０ 円 

今月の聖句 

あなた方は知らないのですか、競技場を走

る者は皆走るけれども、賞を受けるのは一人

だけです。あなた方も賞を得るように走りな

さい。  コリント前書９章２４節 

 

 

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 
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11:00 昼食 

13:00 グループタイム 

16:30 フリータイム 

18:00 夕食 

19:00 キャンプファイア 

～３日目～ 

6：30起床 

7：00聖日礼拝 

7：30朝食 

DUTY＆荷物整理 

9：00 グループタイム 

10：00グループ発表 

11：30昼食 

12：00報告書作成 

13：00解散 

４．学んだこと・感想 

・たけリーダー 

他者との関わり 

子ども心、共に学ぶ関係性であること 

「ありがとう」の言葉の大切さ 

・ゆずリーダー 

YMCAについて深く学ぶことができた 

YMCAリーダーとしての考えが変わった 

→サッカーを通して社会性を身に付けさせたい 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

特集 湘南沖縄部を知ろう 

     横浜とつかクラブ 

１．クラブの例会はどこで行っていますか？ 

例会場所：湘南とつか YMCA 会議室 

２．何日・何時から行っていますか？ 

例会日：毎月、第１例会：第 1 土曜日 

第 2 例会：第 3火曜日 

３．方法は？ （例：ZOOM、対面など） 

主として、「対面」方式 

４．クラブの今期の例会の計画は？ 

会長主題：原点回帰 

湘南とつか YMCAりーダー会との交流・ 

部長公式訪問は、例年 7月に開催・実施済み 

今期に特別な催しはありますか？ 

今期支援：① ユニリーフ（幼児絵本点字化団体）

に対する現金支援 15年目になる。 

② 11 月 3 日開催の「い～とつかまつり」を全面支

援した。 

③ タイ・パヤオセンターへの支援 

６．名物会員は？ 

名物会員：チャーターメンバー5名（吉原・岡・加藤・

鈴木・若木）在籍・健在 

７．クラブのトピックがありましたら・・・・ 

ピック：① 11 月 3日、吉原会長･同メネら 8 名が、

近隣の清掃作業に従事した。 

② 11 月 3 日、横浜 YMCA がタイ YMCA と運営するタ

イ・パヤオセンターが作製の「パヤオ・クラフト」

を販売し、その益金を現地にささげた。 

８．例会に参加するには？ 

① 書記が当日のプログラムを作成し、担当主事に

メールする。 

② 瀬戸担当主事は、YMCA としてのプログラムを追

加の上、例会案内につき、会員全員にメールにより

告知する。 

③ 例会に参加するには会長または書記にご連絡く

ださい。 

９．クラブの特徴は？ 

① 湘南とつかYMCAとの協働関係が円滑に行われて

いる。 

② 湘南とつか YMCAリーダー会と交流している。 

③ 薩摩YMCA館長とＹＭＣＡ同盟在勤で西日本区担

当主事有田氏両名が会員のため、ＹＭＣＡとの連

絡・協調は極めて円滑・スピーディである。 

１０．今年のクラブの主題と背景は？ 

今年の主題・背景等：会長主題「原点回帰」を軸に、

メンバー各自のスキルを活かし、一丸となって湘南

とつか YMCAを支援する。 

１１．その他 

 

クラブバナー 



 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 ２０２２年１０月度 厚木ワイズ本例会報告 

日時 ２０２２年１０月２６日（水） 

１８時～２０時 

形 式 対面・ZOOM による 

会 場 プロミティあつぎ C 会議室（６階） 

司会            書記 

開会点鐘          会長 

ワイズソング・ワイズの信条 書記 

今月の聖句         書記 

感謝の祈り         書記 

会長挨拶          会長 

ゲスト・ビジターの紹介   会長 

第 34 回 YVLF 報告(「報告」欄参照)  

参加した２名のリーダー 

脳トレストレッチ      佐藤節子 

横浜 YMCA 報告      阿部担当主事 

会長報告          会長      

ハッピーバースデイ     会長 

閉会点鐘          会長 

―――――――――――――――――――――― 

湘南沖縄部 

１２月６日に Y‘Ys 協議会がオンラインで行われ

る予定です。  

――――――――――――――――――――――― 

編集後記 

 横浜とつかクラブの例会にお邪魔いたしました。

リーダーの報告会がありました。リーダーとしての

意気込みと信念にあふれた報告がなされて、若きリ

ーダーたちに頼もしさを感じました。（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 


