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今だからこそ、一歩前進！
～魔法のポジティブノートをつくろう～

主 湘南・沖縄部部長
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ホームページ: http://ys-atsugi.jimdo.com/
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徳澤洋子

コロナ関連のニュース、総理大臣交代に関する、

話
田中博之さん

日本や世界に纏わる関連ニュース、政治が安定しな

元アジア太平洋地域会長

い国の悲しいニュース、そんな報道ばかりが耳に入

東日本区監事

って来ます。

「国際協会/アジア太平洋地域と私たち」

そんな中、ヒトが温度や痛みなどを感じる仕組みに

諸報告

関わる受容体を発見した事が評価され、アメリカ・
例会データ ９月 ZOOM
会

員

９人

ビジター

４人

ゲ ス ト

０人

合

計 １２人

在籍会員 １２人

メイキャップ済み
出席率
ロバ

カリフォルニア大学の二人の博士達が、ノーベル医
学生理学賞を受賞された！とのニュースに一筋の希

０人

望と未来への希望を感じ、嬉しく思っています。私

７５％

達ワイズメンズクラブも地域の為への活動をしなけ

０円

れば、と背中を押される気が致します。

-----------------------------------------会員から

徳澤洋子

９月１１日から１２日にかけて、ワイズメンズク
ラブ東日本区の協力でリーダーズ・ボランティア・

今年のノーベル物理学賞にアメリカ・プリンストン

フォーラムが開催されました。厚木 YMCA からも２名

大学上席研究員の真鍋淑郎さん（90）が選ばれたニ

のリーダーが参加いたしまして、実りある話を聞き、

ュースは皆様の心を少し暖かくしてくれた事でしょ

学びになったと思います。もしよろしければ、来月

う！（国籍はアメリカで残念ですが）

の例会にどちらかのリーダーに ZOOM で参加してもら

日本の戦後間もなくの時代に、コンピューターで地

い、報告という形でお話をさせていただければと思

球上の気候変動を予測する数値モデルを開発。二酸

っています。

化炭素の増加が地球温暖化につながる関係をモデル

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

計算で示されたらしいです。緻密な研究の積み重ね

（参考までに）

の結果だったのでしょう。日本の宝である若者達に

テーマ 「今、ユースボランティアリーダーに求め

も是非、刺激を受けて、其々の与えられた才能を活

られること」

かして欲しいです。

基調講演 平良 愛香 氏

------------------------------------------

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

１０月２７日 本例会の予定

（FACEBOOK より編集子が抜粋記載）

１８時より２０時まで（☆注 時間が変更された）

日本基督教団 川和教会の平良 愛香牧師をお招き

アミュー会議室６０１号室と ZOOM（アドレスは追っ

し、「今ユースボランティアリーダーに求められる

て通知）によるハイブリッド方式で開催

こと」をテーマに基調講演をしていただきました。

10 月例会プログラム

普段子どもたちと関わるリーダーたちにとって、心
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・今月の聖句

川口 知幸

書記

ていたグループワークの手法も新たな形で実施し、

・感謝の祈り

小林 秀
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私たち運営側も不安もありましたが、予想以上に笑

・ゲスト・ビジター紹介

佐藤 節子

会長

顔に溢れ、学びのある時となりました。

・バッ地理披露

澤内 隆

ワイズ
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・ユースリーダーによる報告会

横浜 YMCA 専門学校日本語スピーチコンテスト

鳴海 空大（なるみ そらた）さん、

「日本語の勉強の目標」
フ ァ ム

佐藤 日花里（さとう ひかり）さん

ト ゥ イ

ズ オ ン

PHAM THUY DUONG

・石井 芳隆ワイズのお話

厚木YMCA健康福祉専門学校学生

題 「厚木市の最近の話題あれこれ（仮）」
○諸報告

皆さんはどうして日本語の勉強を始めましたか。
私は日本へきて以来何回もこの質問をされました。

YMCA 報告

阿部 正伴

担当主事

そんな時クラスメートは「良い仕事を探したい」と

会長報告

佐藤 節子

会長

か「生活で自然に日本語が話せるようになりたい」

魔法のポジティブ一言報告

メンバー各位

とかと答えていました。しかし、私の場合は「日本

・今月のお誕生日

佐藤 節子

会長

語ができればお金持ちになれるよ」という友人の一

・閉会点鐘

佐藤 節子

会長

言がきっかけでした。この理由は単純かもしれませ

-------------------------------------------

んが、どんな理由で始めたかということよりも興味

ＹＭＣＡからの報告

を持ったらどう進んで行くかの方が大切なのではな
いでしょうか。それで、日本へ行って日本語ととも

に日本文化を知りたいという気持ちが強くなりまし

２．部長訪問や入会者のために実際の集会を予定し

た。その後１年準備してやっと成田空港へ到着して、

たい。

これから、日本では色々なことが経験できると思っ

厚木ＹＭＣＡの教室がいつから使えるようになる

て興奮しました。

か聞いて、アミュー厚木の利用も考慮して１１月

けれどもだんだん時間が過ぎてコロナウィルスの
影響でどこも行けなかったので最初のやる気や自信

例会あたりからＦＡＣＥ

ＴＯ ＦＡＣＥの集会

を考えたい。

がかなりなくなってしまいました。ところが、ある

----------------------------------------------

日学校へ来る時、子どもが道を渡るのを手伝ってあ

第24回インターナショナル・チャリティーラン

げているおじいさんが私に「おはようございます」

（横浜YMCA 公式メールマガジン No.3より）

と言いました。私も小さい声で「おはようございま

障がいのある方への理解を深め、「障がいのある

す」と返事をしました。この簡単な言葉を聞いて突

子どもたちにキャンプなどに参加する機会を提供し

然、うれしくなって心が明るくなりました。

よう」という大会趣旨のもと実施しています。今年

なぜなら、来日以来コロナが気になってしまって

は「ラン」から｢ウォーキング｣に変え、期間中の歩

いたので知らない人に壁を作って距離を取っていた

数をオンラインにて申請する方法にて実施します。

からです。おじいさんの暖かい声がこの壁を壊して

大会期間中15日間でのチームの合計歩数で競う「チ

くれました。その後、挨拶を続けて時間があればお

ームレース」と、個人の歩数で競う「個人レース」

じいさんはゆっくり簡単な言葉で私が分からない日

の2種類を行います。

本語を説明してくれました。例えばバスに乗るとき、

※チームレースは1チーム5人 企業・学校・サーク

「はしもとにご注意ください」と何回も聞きました

ル・有志など、どのようなチームでも参加できます。

が、意味が分かりませんでした。おじいさんに聞く

▼インターナショナル・チャリティーラン詳細

と「はしもとではないよ。あしもとだよ」と教えて

https://bit.ly/3kMjNlZ

くれました。

期 間：2021年11月6日（土）～11月20日（土）

おじいさんとの話から日本人の優しさや日本語の

15日間

面白さが理解できました。この時から学校の勉強だ

参加費：チーム参加：5万円

けではなく、将来社会人として日本語できちんと、

個人参加 ：1万円

コミュニケーションが取れるようになることが私の
目標になりました。目標があればやめたくなったと

（横浜YMCA 公式メールマガジン No.3より抜粋、
横浜YMCA Tel 045-662-3721 広報の許諾あり）

きもう一度目標に向かって頑張って続けることがで

--------------------------------------

きるでしょう。皆さんも一緒に目標に向かって楽し

編集後記
９月の卓話者、田中博之さんのお話、題は「国際協

く勉強し続けましょう。
----------------------------------------------

会/アジア太平洋地域と私たち」、大変良かったです。

１０月事務会報告

海外の大会にはなかなか行くことができない者には、
日本を含んだ大きなアジア太平洋地域、そのほかの

ZOOM に不慣れのため開始が遅れました。

地域、はたまた全世界のワイズの状況を知ることがで

１．１０月例会の件

き、非常に興味深いものでした。話の内容をまとめよう

式次第は９月の例会に準じますが、新しい項目
として、ユースリーダーによる報告会が加わります。

としましたが、短期間でまとめるには莫大な内容を含

鳴海空大（なるみ

んでおり、あきらめました。定期的にこのようなお話が

そらた）さんと佐藤日花里（さ

とう ひかり）さんが、それぞれ１０分ぐらい報告を
してくださいます。卓話は石井芳隆ワイズのお話

名 「厚木市の最近の話題あれこれ（仮）」
司会は徳澤さんにお願いする。

題

聞けたら良いなと思っております。（K）

