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２０２３年１月 会報  厚木ワイズメンズクラブ 第２０４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１月２５日（水） 

１８時３０分～２０時 

形 式 対面・ZOOM による 

会 場 レストラン立花 

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 

厚木ワイズ新年会 レストラン立花 にて 

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 

２０２２年度会員大会 ―ピースフォーラムー 

２０２３年２月１１日１０：００～１２：３０ 

歴 史 か ら 学 ぶ 戦 争 と 平 和 

～人と人とが、分かり合える世界とは～ 

講師：安彦良和氏 

機動戦士ガンダム THE ORIGIN 原作総監督 

参加方法 

 ―会場（湘南とつか YMCA） 

 ―オンライン（ZOOM） 

申し込み締め切り：２月１日まで 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

ご案内 

第３回東西日本区交流会 

２０２３年２月４日（土）～２月５日（日） 

場所：ANA クラウンプラザホテル神戸 

テーマ：語ろうワイズの未来！ 

ともに手をとり次の１００年へ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 ２０２２年１２月度 厚木ワイズ本例会報告 

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 

例会データ  １２月   在籍会員 １２人 

会  員  １１人 

ビジター  ０人 

ゲ ス ト  ０人 

合    計  １１人 

メイキャップ済み 

０ 人 

出席率    ９２％ 

ロバ     ０ 円 

今月の聖句 

目覚めよ、竪琴よ、琴よ、私は曙を呼び

覚まさん。 

詩編５７編９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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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 

 

 

 

―――――――――――――――――――――― 

12月 卓話 

 「雨ニモマケズ（手帳より）宮沢賢治」 

小林秀 

例年１２月のクラブの例会に著名な画家や文芸作

家の創作物を取り上げ、お話を申し上げております

が、今回は宮沢賢治（１８９６～１９３３）の詩、

「雨ニモマケズ」を素材にして宮沢賢治の人となり

を皆さんと一緒に思い描きたく思います。 

 

雨ニモマケズ 

風ニモマケズ 

雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ 

丈夫ナカラダヲモチ 

慾ハナク 

決シテ怒ラズ 

イツモシズカニワラッテイル 

一日ニ玄米四合ト 

味噌ト少シノ野菜ヲタベ 

アラユルコトヲ 

ジブンヲカンジョウニ入レズニ 

ヨクミキキシワカリ 

ソシテワスレズ 

野原ノ松ノ林ノ蔭ノ 

小サナ萱ブキノ小屋ニイテ 

東ニ病気ノコドモアレバ 

行ッテ看病シテヤリ 

西ニツカレタ母アレバ 

行ッテソノ稲ノ束ヲ負イ 

南ニ死ニソウナ人アレバ 

行ッテコワガラナクテモイイトイイ 

北ニケンカヤソショウガアレバ 

ツマラナイカラヤメロトイイ 

ヒデリノトキハナミダヲナガシ 

サムサノナツハオロオロアルキ 

ミンナニデクノボートヨバレ 

ホメラレモセズ 

クニモサレズ 

ソウイウモノニ 

ワタシハナリタイ 

 

「この詩では、法華経の信仰に基づく生き方がシン

プルに提示されている」とあります。このことにつ

いてはこの詩の創作動機と賢治の法華経（仏教）信

仰に深くかかわる事項でもありますので、ここでは

触れず、別の機会に検討いたしたいと存じます。と

ころでこの詩は小中学生のころ国語の教科書に掲載

されていたので、なじみがあったことと思います。

今回読んで、聞いていかがでしたか。あらためて賢



治の人物像が鮮明に浮かび上がったでしょうか？ 

私は花巻にある記念館に賢治を訪ねました。また、

小さかった頃、父親からこの詩を読むように言われ

ました。 

「雨ニモマケズ」の詩は日本の文学上、大変有名

であるのでこの詩を解説、解釈する評論家、学者先

生がたが沢山いられるようです。ここでは長くなり

お話しできませんので、ブリテンに掲載されたく存

じます。 

――――――――――――――――――――――― 

第二例会報告 

１月１４日 １８：３０～  ＯＮＬＩＮＥにて 

１．１/２５ １８：３０～の例会の持ち方について  

  新年会 レストラン立花にて 

  １８時１５分本厚木駅中央口改札を出たところ

に集合 

２．３月と４月の卓話者について 

  老年学の堀内さんの日程が決まり次第、

加藤利榮さんの卓話のスケジュールを入

れる 

３．フード・ドライブについて  

  ２月３日から９日の間に。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。 

４．２月の第二例会は２月１１日１８時３０分から 

  ＺＯＯＭにて 

第二例会出席者 佐藤、小松、森田、徳澤、

川口、田口 

会計よりお知らせ 

 下半期になりました。会費の納入をお願いいたし

ます。 

――――――――――――――――――――――― 

編集後記 

 １２月２１日の例会での小林秀さんの卓話は長く

なり、まことに申し訳ないことでしたが途中で中断

をさせていただきました。残りは 4 回に分けて 2 月

号から掲載させていただきます。題して「宮沢賢治

はデクノボウになれるか。雨ニモマケズの解釈を通

して」です。乞うご期待。（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 

 


