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２０２２年１２月 会報  厚木ワイズメンズクラブ 第２０３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１２月度 厚木ワイズ本例会 次第 

日時 ２０２２年１２月２１日（水） 

１８時～１９時３０分 

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         小林 秀 

感謝の祈り         小林 秀 

ゲスト・ビジターの紹介   会長 

会長挨拶          会長 

 ・クリスマスのお話    小林 秀 

 ・今年を振り返って    出席者 

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 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

YMCA 報告 

横浜 YMCA クリスマス礼拝 

①  日時：12 月 17 日（土） 14 時～15 時半 

②  会場：日本キリスト教会 横浜海岸教会/又は

You Tube(ライブ配信) 

③  プログラム 

   (第一部) クリスマス礼拝 14:00～15:00 

       メッセージ：上山修平牧師  

      (日本キリスト教会 横浜海岸教会) 

    (第二部) クリスマス演奏 15:00～15:30 

 横浜 YMCA Port Friends によるハンドベル演奏 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

特集 湘南沖縄部を知ろう 

金沢八景クラブ 

１．クラブの例会はどこで行っていますか？ 

金沢八景ＹＭＣＡです。 

２．何日・何時から行っていますか？ 

毎月第３金曜日ＰＭ７時より。 

但し、ＣＳ・Ｙ’サ事業を行う時は日時、開催

場所を変更し、移動例会とすることも。 

３．方法は？ （例：ZOOM、対面など） 

対面式。それが難しい場合は中止。 

会議は出席し、直接顔を合わせ会話を交わすこ

とが重要であり、意思の疎通を図ることに意義

があるのではないかと考えております。 

例会データ  １１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 

いと高いところに栄光、神にあれ、地に

は平和,御心に適う人にあれ 

ルカ伝２章１４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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４．クラブの今期の例会の計画（実施）は？ 

８月２６日 クラブ総会及び例会 

１１月２５日 忘年例会及び新入会員歓迎会 

１２月１６日 例会で当初金沢ＹＭＣＡと合同

クリスマス会を計画したが、コロナのため中止。

１月２０日 新年例会 

３月１７日（３月２４・３１日） お花見例会 

５．今期に特別な催しはありますか（ありました

か）？ 

・７月４日 第１５回金沢八景ワイズメンズク

ラブカップを開催。クラブ設立時より支援して

いる小学生のバスケットボール大会。コロナの

影響を受け３年ぶりに大会を開催。表彰式、閉

会式には湘南沖縄部小松部長に出席していただ

いた。結果は神奈川新聞に掲載。チーム数は男

子・女子共１０チーム、参加選手は約４００人。

毎回大会運営費として１５万円拠出。 

・１０月１５日 チャリテイラン  

２チーム支援 

・１１月２３日 金沢八景ＹＭＣＡバザーに出

店。親しい農家から大根・ブロッコリーなど野

菜を購入し販売。売上金は例年通り金沢八景Ｙ

ＭＣＡへ。 

・本年もコロナの影響を受け、高齢者お笑い健

康講座、ＩＣＣＰ－Ｊの一環とした台湾研修生

のホームステイは中止した。 

・ＣＳ／Ｙ‘サ事業の原資として約３５万円の

収益。被災地の支援金約１５万円を得てきた「チ

ャリティ芸能まつり」を今年度実施するか検討

中。 

６．名物会員は？ 

名物会員と言えるメンバーは特にいません。強

いて挙げれば、・クラブ最長老山田ワイズがエ

イジシュート達成を目標に毎週ゴルフ場に通っ

ておられる。・若林ワイズがヨットで湘南の海

を満喫しておられる。・年長者２人に刺激され、

最近は麻雀、カラオケなどのインドア派から、

皆、健康志向に目覚め、ジョギング、グランド

ゴルフなどのアウトドア派にシフトチェンジ中

です。 

７．クラブのトピックがありましたら・・・・ 

一時３０名を超えるメンバーが在籍した時期も

ありましたが、転居・体調不良そしてコロナの

影響を受け、メンバーも減少。そうした状況の

中、３０代の若手が１１月に入会。これを機に、

若手方の入会を促進していきたい。 

８．例会に参加するには？ 

特に規約はありません。連絡をいただければ、

その都度対応いたします。 

９．クラブの特徴は？ 

私たちは中学・高校時代の仲間が中心となって

２００６年クラブを結成しました。メンバーの

大半が地元出身という利点を生かし、地域の知

人・友人や各種団体と連携・協力し青少年の健

全育成を中心とした地域密着型の活動を展開し

ています。メンバーには体育会型が多く諸事淡

泊です。また、結束力が強く、行動力は旺盛。

汗をかくことが苦にならず目標に向かって一直

線。それが長所です。が、反面、会議や事務処

理、時間を制約されることが苦手で苦労するこ

とが多々あります。その克服が今後のクラブ運

営の課題です。 

１０．今年のクラブの主題と背景は？ 

  「リスタートに備えて」 

  コロナ禍 例会は中止を余儀なくされ、活動は

停滞、メンバーの意識は低下。それが現状です。

日常に復した時、「何ができるか」、「何をす

べきか」、メンバーの意識を維持するため、こ

の一年、皆で考えていきたい。 

１１．その他 

  クラブ設立時より、支援を続けてきた「金沢区

ミニ・バスケット連盟」の役員会が１１月に開

催され来期の役員人事を討議した結果、３０年

間会長職を務めた当クラブ峯尾ワイズの勇退が

了承され、来期からは当クラブの黒川ワイズが

会長に、同じく大村ワイズが顧問に就任するこ

とが承認されました。当クラブとしてはこれを

機に更に「金沢区ミニ・バスケット連盟」を支

援すると共に、バスケットボールを通じ、児童

の健全育成に努力していきたい。 



 

絵本贈呈式

 

令和 4年度金沢区ミニバスケットボール大会 

金沢八景ワイズメンズクラブカップ表彰式 

女子優勝チーム 西柴ＯＮＥＧＯＡＬチームへ 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 ２０２２年１１月度 厚木ワイズ本例会報告 

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  倉林淳子さんと康夫さんご夫妻 

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 

―――――――――――――――――――――― 

湘南沖縄部報告 

第９６回ＹＭＣＡ―Y’s 協議会 

１２月６日 １９時～２０時１５分 

ZOOMによるオンライン会議 

協議 

・「合同新年会」について  開催しない 

報告 

１．東日本ユースボランティアリーダーズフォーラ

ム報告 

２．第２５回横浜 YMCAインターナショナル・チャリ

ティラン開催報告 

３．絵本贈呈事業について 

各クラブからのアピール 

――――――――――――――――――――――― 

第二例会報告 

１２月１０日 １８：３０～２０：００   

ＯＮＬＩＮＥにて 

１．１２月２１日１８：００～の例会の持ち方につ

いて  

   厚木 YMCAから野菜クラブに感謝状を渡す。 

   小林秀さんのクリスマスのお話。  

２．１２月２３日１１：５０～１２：４０ 日本語

学生とのクリスマス会に参加 予定 

   田口さんからの「かみなりおこし」を渡す。  

   人数などは校長の平岡さんが調整中  

３．ピンク・ティシャツ販売の件  

   今日出席のみなさまからの注文はなかった。  



４．新年会は湘南沖縄部ではやらず。厚木クラブ独

自でどこかレストランで食事会をする予定。   

日程・場所は未定。  

５．１月・２月（断食）・３月の卓話を考えてほし

い。 候補者として小松さんから「「老年学」ほりう

ち・ゆうこさんはどうですか」とのお話あり。  

６．１２月もフードドライブがある。日程はオベリ

ン保育園大島さんからの連絡待ち 。 いつもの仕分

け作業があるので協力をお願いします。 

――――――――――――――――――――――― 

編集後記 

 金沢八景ワイズメンズクラブの１２月例会に参加

させていただきました。谷口書記の進行で和気あい

あいと進み、若手の方からベテランの方まで初めて

訪問させていただいた私に、自分のことや仲間のこ

と、集会のことを話していただき、私も金沢八景の

クラブ員になったような親近感を覚えました。  

ありがとうございました。（TK） 

――――――――――――――――――――――― 

オンラインで参加される方のために 

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 

 


