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のエ リアミーティングが4月 18～ 19日 大阪国際会

議場 。リーガロイヤルホテルで開催されました。

第1回エリアミーティングで学ぶ

松 田 玲 子

行 し「生き仏」 といわれる天台宗大阿閣梨の酒井

雄哉様の基調講演『歩いて生きる 私の道』です。

ィ 歩 くことは体 と呼吸がひとつにな り、歩いて学ん
コ

だ実践の大切さを柔和なお顔で優 しく語 りかける

___■ 2笙壺ミユ、 日常の身近な事柄から人生の歩き

26地区は2008年 か ら委員会を立ち上げて活動

の活発化を図 り、地区奉仕委員会 と地区LAA委

日本のエ リアが 4分割され、エ リア3は じめて   方を教えていただきました。

エリア3の 11ク ラブの会長会員をはじめ26地 区  員会を作ることになり、このエリアミーティング

役員、エリア I・ Ⅱ・Ⅳからも多くの会員が出席   においてエリア3奉仕委員長に京都 1松井恵様が

され150名 の盛会となりました。          選出されました。

福井クラブからは7名 出席し、私は米村会長代    ビジネスセッションで、各クラブの新入会員紹

理として18日 の会長会議に出席しました。『26ラリ 介があり、昨年入会された新会員8名 が壇上で若

地区1000人突破』のスローガンを地区OMC委   くフレッシュな力強い自己紹介のことばに会場い

員長の上田トクエ様が掲げられ、福井クラブも新   つぱいあたたかな拍手に包まれ、一番の盛り上が

入会員の獲得に取り組み、会員増強に努めたいと   りでした。我が福井クラブの米納津会員も「昨年

強 く感 じました。 H月 入会です」 と自己紹介 をし、祝福の拍手の

奉仕活動報告では他クラブの活動内容を知 り、   中での笑顔が印象的でした。

意見交換もでき貴重な時間で した。 『各クラブ単    今回のエリアミーティングは、審議事項もなく、

位ではなく、エ リアとして大きい奉仕活動がした   おだやかな2日 間で 11ク ラブというコンパク トな

い』 との意見に全クラブ賛同し、行岡ADが 前向   エリアになった利点を生かし、たっぷ りとゾンタ

きに考えて進めていきたいといい、うれ しい結果   について学び他クラブと親睦を深める充実 したエ

となりました。 リアミーティングであったと感じました。行岡

今回のエリアミーティングで私が楽しみにして   ADと ホス トクラブの大阪 Iゾ ンタクラブの皆様

いたのは、比叡山の荒行 「千 日回峰行」 を2回満   に感謝申し上げます。ありがとうございました。

桜を見る会に参加して

■ 桜花満喫のひととき
山 崎 まり子

去る 4月 7日 、桜は満開・天候は晴天・気分は

爽快と三拍子揃ったところで、ゾンタクラブの「桜
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春夏秋冬年中美しく自然がいっぱいの山で、県民

のオアシスとなっています。 この日は 「桜祭 り」

でのぼ り旗やぼんぼ りや提灯などで賑わい、沢山



の人が桜の トンネルを楽 しんでいました。

私達は春の旬の懐石料理に舌づつみをうち、窓

外の桜の美しさに酔いなが らいろいろな話にも花

を咲かせました。ゾンタの話 。近況報告・バ レエ

やオペラの話など親睦会にふさわしい一刻を過ご

す ことができました。

この足羽山は、足羽神社があり、特に今年は継

体大王即位 1500周 年を記念 して、ゆか りの桜を

植樹、福井ゾンタも一役買ったところです。また

植樹300年 というしだれ桜が有名です し、愛宕坂

には歴史の跡地が沢山あって由緒ある通 りとなっ

ています。

毎 日多忙な 日々を送っている私達には身も心も

癒やされた貴重な 日となったことを感謝 しなが ら

山をお りました。

纏 鱗 二 鍵

贅卜軋
来る 6月 7日 は全国植樹祭が福井で開催され、天皇・皇后両陛

下がご出席なさいますし、環境の緑化は今や欠かせない問題とな

っております昨今、私たちのクラブでは本年は植樹に力を入れよ

うと決め、春から樹木寄贈を実施しております。

①継体大王即位1500周年記念ゆかり
(3月 20日  足羽山公園

の桜植樹
古墳広場)

今年の桜の開花は随分早いと言われていたので

すが、前 日の朝か ら肌寒 く、 3月 20日 当日は今

にも雨が降って来そうなお天気の昼時でした。

市役所の正面玄関に福井ゾンタクラブのメンバ

ー 4名 も集合し、同じくこの趣旨のもとに集まっ

た多 くの市民団体の方々と共にバスに乗 り込み、

稲 村 洋 子

足羽山公園にある仏舎利塔前にむかいました。

バスを降 りてみると周囲には大きく膨 らんだつ

ぼみをもった四分咲きくらいの梅の木が皆を待っ

ているような状態でした。

私達は用意された桜の苗木を二本ずつ植える事

にな り、スコップで土掛けをしなが ら早く根を張

り、来る年ごとに満開の花を咲かせて、訪れる人々

の目を楽しませて欲 しいと願いました。

後 日、私が山へ花見に行った折、植えた桜を見

に行つたところ、 しっか り根づいたようで生き生

きとしていて、安心 し、山を後にしました。 これ

か らも足羽川堤防の木々や足羽山公園の同じ木々

にまけないように大きく育ち、皆を楽 しませて く

れる事でしょう。



4月 21日 、」R福井東口駅前広場の景観形成に一

役ということで欅の木一本を植樹いたしました。

整備が進む東口広場に福井市都市戦略部、巻田信

孝理事は じめ、福井ゾンタクラブ会員等 15人 が

福井ゾンタクラブの継続事業であります福井市

総合運動公園に、寄贈を続けている植樹寄贈式が

4月 28日 に行われました。今年で 10年 目とな り、

平成 12年 よ り開催の樹樹 もケヤキ、 シラカシな

ど計12本寄贈されています。

今年 10年 目の節 目を迎え、福井市の方よ り、

市長様出席と感謝状の贈呈 という運びにな りまし

た。当日は、市長様多用のため、副市長様吹矢清

和氏の代理出席となりました。

最高の晴天の下で、式には公園課長様はじめ、

市関係職員十数名、福井ゾンタクラブよ り、会長

はじめ 6名 (山 崎姉、高田姉、稲村姉、針原姉、

前川)の 計 19名 が、出席 して開催されました。

同クラブ会長米村美智子より「植樹した本の下で、

子供達が休んだ り、弁当を食べた り、市民が交流

のできる公園にしてほしいJと あいさつしました。

続いて植樹は、副市長様、米村会長、公園課長様

と次々にスコップで寄贈 したシラカシの根元に土

をかけました。その後は、副市長様か ら感謝の言

葉をいただき、 これまでの功績をたたえられ、米

村会長に感謝状が手渡されました。式はとどこお

(3)

出席し、植樹式を行いました。

米村会長は 「青空に向って木が大きく育ち、市

民の憩いの場 となることを願います。」 と声高 ら

かにあいさつを行い、会員 らがスコップで欅の根

元に土をかけ、成長を願いました。

巻田理事は 「福井の名所 となるよう木を守って

いきたい」 と謝辞を述べ られました。

欅は高さ約6mで 、私達クラブが昨年末に開い

たチャリティーパーティの収益金の一部を植樹費

用に充てました。

青空の下、緑豊かに潤いの樹木を寄贈できました

ことは会員といたしまして大変嬉しいことです。

前 川 百合子

りなく終わ りました。

又、福井ゾンタクラブでは、 この継続事業であ

る、福井市運動公園の植樹寄贈を毎年 4月 28日

と決め、長 く続け、市民の多くがあの公園で憩う

ことを願つています。

又、私達全クラブ会員が待っている、ゾンタロ

ー ドの完成のためにもガンバ リたいと強 く思つて

います。

② JR福井駅東口駅前広場に欅植樹
(4月 21日  東口駅前広場 )
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③わがクラブ継続事業10年 目0シラカシの木植樹
(4月 28日  福井市総合運動公園)
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岡山ゾンタクラブ30周年記念式典に出席して

春の訪れを感 じさせて くれる 3月 6日 、岡山ゾ

ンタクラブの創立 30周年の記念式典に出席、久

し振 りに心豊かなひとときを過ごさせて頂きまし

た。

岡山ゾンタクラブは、福井ゾンタクラブと同じ

SOMク ラブ大阪 Iゾ ンタクラブの下で誕生 した

先輩クラブです。福井が初めて設立の話があつた

ころ、岡山クラブ誕生のお話を細かく伺っている

頃でした。それだけに印象が深く、いろいろ企画

された行事は、まさに学習のチャンスと、全ての

会に出席をしたもので した。当時の会長は池田厚

子様 (天皇陛下の御姉君)で、現会長の二宅様、

ご姉妹の高畠様のお母上の高畠真佐子様が活動の

中心でありました。当時はアジア九ヶ国十七地区

であった頃で何をするにもご一緒でした。会長の

池田様は各会合や、エクスカーションにも参加さ

れ、出先でご一緒の折はいろいろなお話を伺うこ

とができ、今ではなつか しい思い出となってお り

ます。岡山の会員の皆様方は、普通以上のご苦労

もあった事 と思いますが、 日本のゾンタクラブの

会員に池田様がお られるということは、一つのス

後 藤 俊 子

ティタスであります し、岡山ゾンタクラブの宝だ

と思います。

倉1立 当時私が会長だつたので、解 らないことば

か りで したし、クラブ内ではいろいろなことが起

こり、私はどうして この設立にこんなに情熱をか

けるのか、今更後もどり出来るものな ら。 と何度

思ったことでしょうか。でも、創立式典前 日には

殆んどの会員で出席 した地区大会で、美智子妃殿

下にお目にかかることができ、 「明 日の認証状伝

達式が、ご成功致 しますように祈っています。」

と再度お声をかけて頂いたこと、又ゾンタクラブ

が国連での多 くの女性の会の中で、カテゴリー聰

1と いうことを知 り、 「三度 とこの様な素晴 らし

い会には出会えないだろう、頑張 らなければ」 と

自分を叱咤激励 したものでした。

岡山の式典を拝見 しなが ら思ったことは、あと

5年で 30年 を迎える福井ゾンタクラブのことば

か りでした。世の中は百年に一度の不況 とか云っ

てお ります し、会員も入会 した若い人達が続かな

いとか、チャーターメンバーの方々は高齢にな ら

れるなど問題は山積で、 どのようなことになるか

と思うと、いろいろ心配でもあ ります。でも、着

実に足下を見つめ、積み上げてきた実績をふ り返

って、よい例を残 しつつ、粛々と 5年後を迎えた

いものだと思います。又、 この度の記念講演では

洞 口依子史の体験にもとづく癌についての健康問

題 も合わせて、今一度福井ゾンタクラブについて

考えさせ られる貴重な機会でありました。

配偶者暴力救済活動の財団法人に寄附金を贈る

私たちゾンタクラブは設立趣旨の一つに 「女性

の地位向上」を掲げて活動してお りますが、現在

のわが国の社会を見ますと、着実に女性の法律的・

政治的 。経済的 。職業的地位が大きく改善されて

いることは、誠に喜ば しいことだと思います。

しか しなが ら未だに根強 く密かに続き、多くの

女性が犠牲になっているものがあります。それは

DV(ド メスティック・ ヴアイオレンス)と いわ

れる配偶者による暴力被害です。DV法 も昨年 1

月に改正強化されてお りますが、もっと親身にな

って個々の被害者を助けることが必要であると思

います。

代和内竹



この為、福井ゾンタクラブといたしましても、

配偶者による暴力被害救済事業を展開する 「ふ く

い女性財団Jを 支援 してお ります3今 年 も 3月

27日 に同財団へ寄附金を贈 りました c

当クラブの米村会長を始め 5名 のゾンシャンが

(5)

その財団のある福井市の 「ユーアイ福井」を訪れ、

「女性や子供たちが少しでも幸せになるように援

助させてもらいます」 と水上善衛財団理事長に寄

附金を手渡 しました。同財団か らは 「この配偶者

暴力被害者救済事業は、国際ゾンタ福井クラブか

た寄せ られた浄財をもとに創設 した事業です」 と

までいわれ、深 く感謝の意を表されました。

この寄附金は当クラブが “世界女性デー"に併

せて開催 したチャリティ・コンサー トの収益金か

ら拠出したもので、DV被 害者の生活支援や治療

費の補助に充当させるとのことです。今後 とも当

クラブ としまして も、DV撲滅 を願って、DV被
害者に対する理解を深めると共に、少しでもお役

に立ちたいと願ってお ります。

ローズデイ コンサート

昨年までローズデイでの奉仕 lま 各病院へ黄色い

バラを贈 り患者の方達に喜んでいただいていたが、

今年はが らりと趣向を変えて、チャリティー ロ

ーズデイ コンサー ト(デ ィナー付き)を することに

なった。

実行委員会を立ち上げ、例会で図 りながら段取

りを進めた。場所はお勤め帰 りの方達も出やすよ

う駅前のユアーズホテルと決めた。出演はビアノ

の高橋かおるさんとソプラノの勝木陽子さんにお

願いした。収益金を少しでも多 くしたいため、チ

ケット・プログラム・看板などを手作 りにしたの

で、苦労も多かつた。

いよいよコンサー ト当日、舞台両側に大きな黄

バラのスタン ド花が飾 られ、黄色いゾンタの旗 も

堂々として雰囲気を盛 り上げた。挨拶もそこそ こ

に心づくしのお料理とワインが運ばれ一刻を楽 し

んでいただいた。そして、バッハのプレリュー ド、

ショバンの幻想即興曲など澄んだ美 しい歌声と心

に響 くピアノ演奏は観客を魅了した。最後に副会

長の松田姉がお礼の言葉を述べ、黄色のバラを見

た ら今 日の日のこと、ゾンタのことを思い出して

欲 しい。ちなみにバラの花言葉は友情 と恋を応援

する…と挨拶 して段を降 りた。

感謝 しなが らたくさんの方々の暖かいお気持ち

と、私たちの努力で、盛大なコンサー トが行われ

たことを感謝しなが ら終了した。

そ して、今回の収益金全部は女性財団の配偶者

暴力被害者事業に贈呈 した。 これか らも、ゾンタ

ローズデイには困つている人を少しでも助ける事

業を実施 し、またクラブが発展するよう、つとめ

たいと思つた。

はじめてのチャリティ

五十嵐 幸 子
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誘われるがままに入会

く迎え入れて下さいま

げます。

これ までの人生 を振 り返 ります と、仕事、子育

ゾンタクラブに入会して

先 日観桜 の会 を終 え、

新緑 の候 に と季節の移 ろ

いの早 さに驚 くばか りの

今 日此頃です。

このたびゾンタクラブに

入会させていただき多方面に活躍されている皆様

の姿に感動致 しました。人との出逢いは、人生を

大きく変えるといいますが、私 もこの事を体験 し

ました。

三年余 り前、友人に誘われてコンサー トに行き、

終了後のレセプションで、プロデューサーにお逢

いしました。 この方が日本にオペラを普及する為、

私費を投 じて公演活動をしていると知 り、共感を

覚えずにはいられませんで した。又 この活動に協

力して、 日本の庶民の為に低額料金でオペラ公演

吉 村 憲 乃

をして下さるスロバキア国立オペラの方々に頭の

下がる思いがしました。

私もこの年まで、茶、華道の範囲のことのみに

とらわれていましたが、何かボランティアで出来

る事があれば と思つていた矢先でしたので、 この

オペラの支援をしていきたいと、決意 しました。

昨年は御礼に、スロバキアのオペラハウスで、茶

会 と華展を開き、スロバキアの国営放送、新聞等

の取材もうけ、大成功をおさめました。今後 も日

本の伝統文化を海外に紹介 し、国際交流に寄与で

きる事を念願 してお ります。

齢七十をこえてこの様な国際的なボランティアの

行事にかかわれること、ゾンタクラブに入会できま

したことなど、思いもかけぬ人生の目標を大きく変

えられた事のしあわせを噛みしめている日々です。

《編集後記》 |■■■■||■■■■|‐

桜の花だよりに浮かれている間に、はや緑の美しい初夏の季節を迎えました。月日のたつのは早いも

のだと、しみじみ感じております。

皆様方が快よく投稿して下さったお蔭で、内容の濃い
″

すいせん37号
‖
が発刊の運びとなりました。有

難うございます。

先日から臨時理事会を開いて、会のあり方や、どうしたら新入会員の方々が、 この会に愛着を持って

くださるか。また、やむなく休会する人の扱い方をどうしたらよいか一。などを話しあいました。会員

の皆様も、どんどんご意見を寄せて下さいまして、より充実した楽しい会を一。と希望しております。

福井ゾンタクラブに入会して

福井ゾンタクラブに入

会してはや半年が過ぎよ

うとしています。はじめ

はゾンタクラブの趣旨、

活動内容を深く知らず、

した私を、諸先輩方が温か

したこと、深く感謝申し上

米納津 時 子

てに忙殺される毎日で、社会に奉仕させて頂きた

いという気持ちはあるものの、その機会を得ずに

過ごしてきましたが、今回ゾンタクラブの一員と

なり、先輩の皆様方の導きを受け、奉仕の精神に

根ざした活動や諸事業に参加させて頂けることを

大きな喜びに感じております。

経験不足、知識不足ではありますが、今後とも

何卒よろしくお願い申し上げます。


