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例会データ １０月
会

員

１１人

ビジター

２人

ゲ ス ト

０人

合

小林常良厚木市長（右）、佐藤節子厚木ワイズメン
ズクラブ会長（中）、石井芳隆厚木ワイズメンズク

楽しく 脳トレゲームにトライ❣
さあ

コロナに負けない！あつぎ応援寄附⾦の贈呈

計

１３人

在籍会員 １２人
メイキャップ済み
０人
出席率
ロバ

９２％
０円

厚 木 市 の 新 型 コロ ナ に 対 して の 対 策につ い て
石井芳隆
新型コロナの感染がある程度落ち着いている状況
の中で、厚木市としてこれからに向け活動や支援に
ついての取り組みについてお話させていただければ
と思っています。
最初に感染者の発生状況についてですが、今年１

月からは月平均約２００名を越している状況であり

ので時間差等による人数の制限をしていただくとい

ました。MAX だった時期は夏休みの８月１日から８

うことも、それぞれの団体にお願いをしております。

月３１日までの１ヵ月の間に１４３６名で近隣市の

法律で定められているものではありません。あくま

中でも多い感染者数でした。９月は少し減ったとは

でも市独自それと市内に住んでいる皆さん方に協力

いえ、４０４名の方が感染したという状況になり、

をお願いしていく形で進めています。

１０月１日から１９日までの間は２１名で、１日平

さらにイベントやコンサートなど不特定多数の人

均約 1 名の感染が報告されていたのですが、１０月

が集まる事業についてでありますが、主催者は収容

２０日から１０月２７日までの１週間は１日平均 2

人員の５０パーセントということを念頭に入れなが

名の状況です。

ら、参加者すべての人の氏名と、検温をお願いし感

現在は、感染にされた方が減少した傾向で推移し
落ち着いているようですが、まだまだ心配が残って

染防止に努めていただくことを条件に開催できるこ
ととしています。

いるということもあり、今後はどのようになってい

大勢の方たちが自由に出かけ楽しんでもらう、こ

くのか多くの人たちが大変心配されていると思いま

れが一番活性化につながるのですが、現在はすべて

す。厚木市として、非常事態宣言が取り消された後

を対応許可するのは難しいという判断により１１月

の対応については、感染状況が下限で平準化する確

３０日までの期間を設定しています。１１月３０日

認ができるまで今迄通りの対応となり、市が主催し

までまだまだ 1 か月ありますので、みんながしっか

市民が参加するイベント等は、厚木マラソン、花火

り基本を守ってもらうことにより感染は減少してい

大会、大道芸や農業まつりなど数多くあるのですが、

くのではないかなと思います。

すべて年内の催しは中止となりました。一方で第 6

次に市民に対し早急に支援を進めていく事業があ

次のコロナ感染拡大が発生した場合に備えた医療体

ります。厚木市としてどのような支援ができるか議

制を更に整えていくよう医療関係と調整を行ってい

会としても取り組みをしております。国と県・市で

ます。

一緒にやっていく支援策の中で個人事業者、中小企

次に、飲食を伴うお店ですが、厚木市は県と足並

業への支援と経済の活性化をしていく施策がありま

みを揃えて進めていくということで、１０月２５日

す。今までにも同じような支援策がありましたが申

以降１１月３０日までは営業の夜の時間については、

請等に難しさがあり不公平との声も上がっていまし

午後９時、店によっては１０時まで営業可能となり

たことから、今回は厚木市独自の支援で、店舗・事

ます。また市民の皆さんやお店にお願いをしている

業所の売り上げの減少が前年度の８月又は９月の平

ことがあります。一つは飲食を伴う懇親会等につい

均月当たり１５パーセント以上であるという報告が

てはアルコールを伴いますので注意力が散漫になる

出せるのであれば、上限１０万円の支援金を支援し

恐れがあり、参加者が一人一人、またリーダーの方

ていく対応をしています。市内の２５００の個人事

がしっかり監視しながらやっていただきたい。また

業者を含む各事業所を対象に、商工会議所が窓口と

回し飲みとかそういうものは一切やらないでいただ

なって進めています。

きたい、４人で１テーブルという形で。更に大人数

もう一つは商業の活性化を進めていくための支援

の場合も固まってやるようなやり方は極力やめてい

です。厚木の活性化で市民の皆さんの応援をしてい

ただきたい、大声を出さないという形での流れを作

こうといった施策です。期間は来年の２月までです

る、マスクなしの会話は慎んでいただきたいという

が、皆さんが市内で楽しみながら、宿泊や食事・買

こと。店の方にもお願いをして椅子をきちんとした

い物ができるようにと電子商品券の事業を進めてい

間隔を取っていただくなどです。

ます。前回は５万セットの商品券を売り出したので

また、キャンプなどで何処かに集まっての大騒ぎ

すが、今回は７万セットで厚木市内の４００店が登

は自粛していただきたいということ、タバコを吸わ

録してくれています。今回は購入の登録をしていた

れる方などが喫煙所に集まってしまう可能性もある

だければコンビニでも決済できるといった方式をと

ってまいります。
厚木は東京から５０キロ圏内にあり、飯山温泉や

えます。市は困窮されている家庭に対して支援をし
ていくための様々な対応と支援を行っています。

七沢温泉などの温泉があり、市内にも多くのホテル

厚木市役所へ出向いていただくか地区市民センター

や宿がありますがコロナの関係でなかなか利用して

で相談をしていただければと思います。

もらえない状況下です。

市のホームページには相談できる内容のことが詳

今回、宿泊クーポン券を利用すると宿泊割引があり

細にわたって載っていますので見ていただければ自

ますが、更に一人当たり１０００円の無料の券をお

分はどうなんだろうかとか、ここはお願いできるか

渡しします。利用券はその泊る所や厚木市内のお店

な、という個人的な申告もできることになっていま

でも一人当たり１０００円分の商品が買えたり、食

す。是非そちらの方もご覧ください。わからない場

事をしたときに利用できる券です、これは国の新型

合も市のホームページを見ていただきコロナの関係

コロナウィルス感染症対策地方創成の臨時交付金と

というところをチェックしていただければできると

いうのを活用するのですが、国は３分の１しか出せ

思います。

ない。市が３分の２を負担しなければならない大変

また、民間のいろんな立場の人達が様々な応援を

な事業ですが、厚木市は５億１千万の費用をかけて

しています。子ども食堂や一人暮らしの方や学生支

皆様方に利用していただくために予算を組みました

援もありますし、フードバンクは YMCA も行ってお

のでぜひ活用をお願いします。

ります。是非活用していただくよう広めていただけ

また、生活についての相談件数が非常に多くなっ

れば幸いです。

ており、特にコロナ感染拡大以降、各家庭や個人の

次にワクチンの件ですが、いま厚木はワクチンの

方から非常に大変な思いをしながら生活をしている

接種率が非常に高くなっています。７８パーセント、

という相談件数が多くあり、特に新規相談の件で昨

１００歳以上の方は約８０パーセントを超えていま

年の１月からの分と比べると、２０代が約 3.5 倍、

す。今月から１２歳以上２０歳までの方たちにもワ

３０代で 3.3 倍と若い人の相談が増えています。多

クチンが打てるようになってまいりました。ワクチ

い事例は、勤め先から解雇とか、一時休んでくださ

ンがモデルナとファイザーの２種類があり、現在２

いなどであり、収入が無く家賃が払えない、物が買

８００人分と３５００人分のワクチンが届いており、

えない、食べるのにも大変だというような内容で非

多くの若者に早くワクチンを接種していただくこと

正規の労働者からの相談が非常に多くあります。特

を基本に進めております、若い人たちも早く予約を

にアルバイト雇用の関係者、学生さんなどで女性が

していただけるように呼びかけをしています。周囲

多いのが特徴です。

の方たちからも予約していただくよう呼びかけのお

全国でも女性の失業者が増え４月から６月の３か

願いができればと思っております。集団接種会場も

月平均で３４万人超えとなっており、６か月以上職

厚木の街の中や各企業の中でやっていただけるとこ

業につけないという状況にあります。厚木市もハロ

ろもありますので、利用していただければと思って

ーワークや商工会議所などを通じて情報を収集し、

おります。コロナに関しては機会があれば報告させ

出来得る限りの紹介を行っておりますが、ワイズメ

ていただきます。

ンの人たちも自分の近くの回りにそのような悩みを

☆☆☆☆☆

持っておられる方をご存じの方は地域の民生委員の

１０月２７日 ZOOM 本例会報告

方や、市役所の相談窓口へ行かれるようお勧めくだ
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書記

さい。親身になって取り組みをしておりますのでぜ

・開会点鐘

佐藤 節子

会長

ひ相談をしていただければと思います。

・ワイズソング・ワイズメンの信条

その他にも、職業につけない、バイトも受け入れ

佐藤 節子

会長

てもらえないなどの影響により生活が苦しくなって

・今月の聖句

川口 知幸

書記

いる方たちが増加し、非常に難しい状況下がうかが

・感謝の祈り

小林 秀

監事

・ゲスト・ビジター紹介 佐藤 節子

会長

言ってから、「あなたのキャッシュカードやクレジ

・バッ地理披露

ワイズ

ットカードが使用されている形跡があるので調査を

澤内 隆

・ユースリーダーによる報告会

していますので、カードとマイナンバーカードを調

鳴海 空大（なるみ そらた）さん、

べています。これから伺います」や、「支払いが滞

佐藤 日花里（さとう ひかり）さん

っておりコンビニへ行って携帯電話の指示通りにカ

・石井 芳隆ワイズのお話

ードを買って払い込んでください」等の内容が多い

題 「厚木市の最近の話題あれこれ」

そうです。

○諸報告

自分は詐欺には引っかからない大丈夫だと思って

YMCA 報告

阿部 正伴

担当主事

いても、公的な名称で電話がかかると無意識に相手

会長報告

佐藤 節子

会長

をしてしまいますね。市役所や銀行などの金融機関

・今月のお誕生日

佐藤 節子

会長

やカード会社などは訪問して預かることや指示をし

・閉会点鐘

佐藤 節子

会長

て支払いをさせることは絶対にありませんので是非

☆☆☆☆☆

お知り合いの方たちにも、お話してくださったらあ

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

りがたいなと思います。
また、このようなことを未然に防ぐために厚木市

特殊詐欺について（１０月本例会の卓話から）
石井芳隆

や他の自治体もやっていると思いますが、電話がか
かると受話器を取る前に「詐欺防止のため録音しま

新型コロナ感染発生以降、特殊詐欺という事案が

す」などといった録音機能の付いた電話器と変更さ

非常に多くなっています。現在、各市町村において

れると補助金が出る制度があります。実際私の家に

は各所の屋外に設置されているスピーカーで様々な

も電話がかかってきましたが、音声が流れていると

情報を広報していますが、特に警察から特殊詐欺に

相手は切っちゃうんです。かけてきた電話番号も残

関する注意喚起の要請が入った時点で放送していま

りますので安心です。このような機能が付いていな

す。神奈川県内では詐欺被害総額が８月末現在で８

い電話器をご使用でしたら取り換えていただくのが

３９件１４億２５００万円の被害発生があり、この

未然に防げる対策の一つになるのかなと思います。

８３９件の約３割の２２９件で５億８２００万円が

スマートフォンは対象になりません。あくまでも家

オレオレ詐欺です。オレオレ詐欺というのがまだあ

庭にある固定電話です。これは詐欺の防止です。市

るのですね。

役所や電気製品販売店などに問い合わせをしていた

キャシュカード詐欺も多く発生しています。神奈

だき申請手続きの上、活用いただければと思います。

川県内で３４１件、３億６４１０万円。厚木市内の

厚木市では、すべての封筒に「特殊詐欺に注意」

被害総額４２０万円。先日市内でキャッシュカード

という言葉が印刷されています。みなさんからもワ

詐欺が１件あり、キャッシュカードを持っていかれ

イズ以外の人たちにもお話していただくといろんな

たけれどもコンビニストアの店員の機転により未然

意味で詐欺にかからない、安心して暮らせることが

に防ぐ事が出来、逮捕につながった事件がありまし

できるかなと思いますので、是非ご確認いただけれ

た。

ばと思っております。

手口は、警察や市役所など公的な金融機関やクレ

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

ジットカード会社などを騙たり、また法的な名称を

ＹＭＣＡからの報告

使って、キャッシュカードやクレジットカードを預

第 24 回 横浜 YMCA インターナショナル・チャリ

かりお金を引き出すといった詐欺が頻繁に発生して

ティーランが行われています。

います。

内容：大会期間中に、各自の歩数 を申告して、 個

「○○のこういう係の者ですが「〇○の事案が起
こっています。注意しましょう」ということを先に

人またはチームの 歩数 合計 で 順位をつける 。
期間：2021 年 11 月 6 日〜2021 年 11 月 20 日

種目：個人エントリーとチームエントリー(5 名)

たお昼のカレーライスがおいしかったそうです。後
でワイズの方から聞きましたところ、これは毎回の

厚木 YMCA 祭イベント

行事で名物のワイズカレーライスだそうです。また、

留学生による世界の料理教室

夜の闇の中のキャンプファイア、４０人ぐらいの若

第 1 回 11 月 20 日（土）11:00～12:00（オンライン）

者が５組に分かれて、トーチをかざしながら闇の中

ネパール料理：キール（甘

から次々と現れ、ワイズの２組と円形になりファイ

いお米のプディング）

アを囲み、みんなで、歌を歌ったり、踊ったり、ゲ

ピクルス（野菜の漬物）

ームをしたり、老若男女が一緒になって幻想的な楽
しいキャンプファイアの時を持ちました。７０歳半

第 2 回 11 月 27 日（土）11:00～12:00（オンライン）

ばの年寄りも２０代の若者になったようなひととき

フィリピン料理：アドボ（肉や

でした。

野菜をお酢で煮込んだ料理）

☆☆☆
もえろよ もえろよ

ワイズよ もえろ

火のこを 巻き上げ

天まで こがせ

※材料は事前にご連絡いたします。ご自分でご購入

照らせよ 照らせよ

真昼の ごとく

いただきます。

ワイズよ うずまき

やみ夜を 照らせ

kenko-jl@yokohamaymca.org

もえろよ 照らせよ

明るく あつく

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

光と 熱との

もとなる ワイズ

１１月事務会報告

（「炎」を「ワイズ」と入れ替えました）（Ｋ）

【参加費】1 回 800 円・2 回 1200 円

【 お申 込み 】右 記メ ール でお 申込 みくだ さい 。

１１月１３日１６時～１６時４０分 ZOOM オンライ
ンで。出席者：佐藤、森田、川口
―１０月例会の出席者の確認
―１２月の例会はクリスマス会。第４週の水曜日。
―リーダーズフォーラムの報告会で報告した
リーダー２人にワイズからボールペンを送りたい
―１１月ブリテンについてのご意見があり、変更す
ることにした。
―CS 活動の申し込みについて
---------------------------------------------ユースボランティアリーダーズフォラム報告
来月号にご期待ください
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鳴海 空大さんと佐藤 日花里さんのユース・ボ
ランティア・リーダーズ・フォラム報告がありまし
たが、今月号発行までに原稿が間に合いませんでし
た。来月号には準備できますのでご期待ください。
５年前、編者も２泊３日のうちの最後の１泊２日に
参加いたしました。２日目のワイズの人たちが作っ

