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第23回チャリティーパーテイーを終えて
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今年も街にイルミネーションが輝きはじめ、師走

の色どりを感じはじめた12月 2日 、私達福井ゾンタ

クラブ恒例のチャリティーパーテイーが開催されま

した。

9月 にはいってから一回目の実行委員会が開催さ

れました。入会させていただいてそれ程年月のたっ

ていない私が実行委員長に指名されていたこともあ

り、他の委員の方々の手助けをいただきながら、オ

ープニングやオークション、それにもっとも大切な

チケット販売や席次など。つぎつぎと今後のスケジ

ュールを決めていきました。

今年は例年にない不況で皆様に来ていただけるの

かと不安もある中、本当に会員の方々のご協力で大

差なくチケットも買つていただき、中には 「ゾンタ

のチャリティーパーティーを毎年楽しみにしている

のよ」と言う声もあったと聞き、これまで先輩会員

の方達が積みあげてこられたおかげだと感謝せずに

はいられませんでした。

当日はお天気にも恵まれ、来賓の方々をはじめ、

たくさんの皆様に早くから足をはこんでいただき、

会長の挨拶ではじまったパーティーも留学生論文表

原 保 代

彰。寄附贈呈と進行し、美味しいディナーをいただ

く頃には笑顔と楽しげな会話で各テーブルが盛 り上

がっているのが感じられ、本当に嬉しく、ほつと胸

をなでおろしました。

ア トラクションが始まり、YUMIさ んやそのお

仲間達がなつかしいジャズを歌い、演奏していくと、

パーティーも更に盛 りあがり、それぞれのテーブル

では回ずさむ方もおられ、大変満足していただけた

と後日たくさんのお客様からお聞きしました。

来賓の方にご協力していただいた品々をオークシ

ョンで競つていただくコーナーではたくさんの品を

お客様に買つていただき、楽しいやり取りもあり、

収益に大きく結びつきました。また、会場前に展示

した、会員が持ち寄った品物を事前に入札し、結果

を発表する恒例のコーナーでは一喜一憂する声が聞

こえ、楽しいひと時だつたように思います。

その後、テーブル花のプレゼントがあり、ポイン

セチアの鉢植えが各テーブルー名にブレゼントされ

ました。

最後、来場された皆様一同でクリスマスソングを

合唱し、実行委員長 (私)の閉会のことばで楽しく

盛り上がっていたパーティーの幕をおろしました。

経験不足の私を支え

ていただき、無事この大

事なパーティーを終え

る事ができましたのも

会員皆様のおかげと心

より感謝しております。
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留学生の論文募集 締

私たちのクラブの継続事業の中の一つでありま

す留学生論文募集も今年で 17回 とな りました。今

年のテーマは『私が今、一番やりたいこと』でした。

6月 頃か ら県 ,市・企業・マスコミヘの後援願



をぬくことなく、応募作品を待つていました。今

回も中国をはじめ、韓国、ベ トナムの人たちの多

くの作品があつまりました。

去る、11月 16日 に福井大学の今尾教授を中心に、

当クラブか らは会長、ほか数名が出席し、長時間

にわたり、慎重に、又、公平に審査を行いました。

どの作品も優秀で心打たれるものが多 く、選ぶの

に大変苦労 しました。そ して、12月 2日 のチャリ

ティーパーテイーの席上で表彰式を行いました。

私たちのクラブでは、このように母国を離れて、

一生懸命勉強 している留学生の方々を、すこしで

も慰め、また大いに支援 していきたいと思つてお

ります。

予ζ
邊第10回地区大会に参加して浮

ざ

9月 30日 、楽 しみにしていた仙台へ豊嶋地区委

員、前川副会長 と共に旅だちました。 6時 間の電

車の旅でしたが窓か ら移 り変わる風景はとても美

しく、又仙台の街は緑に彩 られ、歴史情緒たつぶ

りの素敵な街で、私の大好きな街です。

この日は前夜祭 としてホス トクラブ主催により

ベル リステン国際会長をお迎えして、歓迎交流会

が落ち着いた風格のある勝山館にて開催されまし

た。会長様は和服姿で 「こんばんは l」 と笑顔で

挨拶され、とても和やかなムー ドで10月 1日 、2日 、

3日 の大会に望みました。

1日 目、仙台国際ホテルにて、国際会長、国際

役員は じめ多 くの26地 区役員や、会員が参加 し

250名 余 りの盛会 とな りました。ゾンシャンの皆

様全てが生き生きと輝やいていて、名刺交換をし

ても始めてお会いしたように思えない笑顔で接し、

会話がはずみ、和やかな雰囲気でした。

地区アワー ド贈呈にはエ リア3が受章され、中

でも奈良万葉 。京都 Ⅱ・奈良の各ゾンタクラブが

優れた活動をされたと言うことで大きな拍手で喜

びあいました。又、YWPA奨 学金贈呈にはフェ

ニックス神戸 と秋田ZCが推薦され、本当に気持

ちよく素晴 らしいなあと思いました。続いて、国

際ゾンタ財団への寄附贈呈には、26地 区ガバナ

ーは 「とても沢山の協力を頂き、大変感謝 してお

ります」 と、喜びの言葉を力強く述べ られてお ら

米 村 美智子

れました。

その後の基調講演は 「脳を鍛える」 と題 して東

北大学加齢医学研究所川島隆太教授がスライ ドを

使つて説明され、 「年を重ねると言 う事は、心身

共に豊になる」 と、ユニークに話され、笑いの中

に皆さん自信がついたのではないでしようか。

夕方にはレセプションが行われ、国際会長の乾

杯のあと歓談をしながら、多くのゾンシャンの出

会い、ふれあいで、楽しく学ぶことができました。

2日 目は、ビジネスセ ッションが行われ、各委

員長の報告、承認、 (議案の審議〉各候補者の紹

介、スピーチ、選挙、各エ リア会長会議 と、 1日

中続き、ゾンタショップ、コーヒーブレイクもゆ

っくり出来ないくらい多岐にわたつて盛 り沢山で

したが、役員の皆様のパワーと熱意には感動致 し

ました。 とても勉強にな りました。

18:00か らは、晩餐会が行われ、昼のスーツ

姿 とは
″
変身″見違える程 ドレスアップして華や

いだ雰囲気で、美味しい心のこもったフランス料



第 19回健康講演会を終えて

第 19回 健康講演会が7月 25日 土曜 日に開催され

ました。当日は、蒸し暑い中、用意された席が足

りない程多 くの方が、会場に足を運んでください

ました。

今回の講演会は皆様の関心が高いといわれる 「ガ

ン」について、ガン研究の日本で第一人者である

福井大学医学部附属病院ガン治療推進センター長、

片山寛次先生に『がん予防と治療の最前線』 と銘

打ち講演をお願いいたしました。

わずか2時 間という限 られた時間で したが、私

にとりましては、今まで 「ガ ン」に対 して抱いて

いた強い恐怖感を和 らげ、 この病を前向きに捉え

る手掛か りを与えてくださった大変貴重な時間に

なりました。

私事で誠に恐縮ですが、私は両親、実兄をガン

で亡くしてお ります。両親は医学が現在ほど進ん

でいない数 十年前でありましたが、兄の死はつい

昨年のことであり、現代医学の進んだ今日でも「ガ

ン」は私にとって、最も 「死」を連想させる病 と

言わざるを得ませんでした。

大切な両親と兄を亡くした悲 しみ、また、病の

床でも気丈に振る舞っていた二人の心境を理解 し

(3)

のLAA委 員会の取 り組み、 「奉仕活動の提示」

等、発表が行われました。

福井ゾンタクラブは、植樹三題 として環境の

緑化は今や欠かせない問題 となっていると言 う

ことで、本年は植樹に力を入れた ことを写真を

入れてスライ ドで発表 して頂きました。

3泊 4日 の長いと思 った 日程 も、あっと言 う間

に終了して しまいました。地区大会に始めて参

加させて頂き、国際会長 と身近にお会い出来、

ガバナー始め実行委員の皆様や仙台1ゾ ンタクラ

ブ会員の心あたたまるもてな しと、一人ひ とり

が力量を出し合っての運営が とても目に着き、

素晴 らしいなあと感動致しました。

改めて、ゾンシャンであることの素晴 らしさ

を学び、親睦を深める実のある大会で した こと

を感謝申し上げます。ありがとうございました。

米納津 時 子

たうえで、もっと何かしてあげ られたのではとい

う後悔の気持ち、いつか自分もという恐怖など様々

な複雑な思いを胸に、先生の話に耳を傾けました。

会場においても、私同様に、先生の話を一言も聞

き漏 らすまい、一つでも多 く学んで帰 りたいとい

う、何か張 り詰めたような空気があつたように感

じられました。先生に、色々なファク トに基づい

たデータを、わか りやす くパネルを使ってご説明

頂き、医学の知識に乏しい私もく
゛
んぐんと引き込

まれていきました。ガン治療の日々の進歩状況を

聞かせていただき、胸のつかえが取れたような思

いがしました。そして、前述のように私の 「ガン」

に対する直接 「死」 と結びつく恐怖感は次第に薄

れいったのです。

●lomE轟・5

理をいただきなが ら、各クラブのゾンシャ

皆様と楽 しい語 らいに花が咲きましたc

3日 目はワークショップと続き、テーマ

世紀の女性 リーダー として～ゾンタの活動

AA」 と題 して山本蒔子ガバナーがコーデ

ーターで、国際会長の講演があ り、又各エ

ン の
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ただ し、ガ ン治療が 日々進歩 していつている と

はいえ、肝心な ことは、早期発見、早期治療であ

ることには変わ りなく、年1回のガン検診は、必ず、

受診すべ きとのお話 に、皆様、頷 いて い らっしゃ

いま した。私 も、 この ことは肝 に銘 じ、 自分だけ

でな く、家族や友 人な ど周囲の人にも積極的に勧

めていこうと思 いました。

また、不幸にして 「ガ ン」 になって しまつた と

きで も医師 を信頼 し、連携 して治療 を進めて行 け

ば、何 も恐れる ことはないとの片 山先生のお言葉

に、心強 い思 いが しました。

講演の後、会場ではたくさんの質問が出ました。

中には、現在 も 「ガ ン」で苦 しんでいる方 の切羽

詰まった ものもあ りましたが、先生に一つ一つ丁

寧 に思 いや りのある言葉で応答頂き。大変有 り難

く感 じました。

会場 に来 られた方よ り、次回 も是非 「ガ ン」 を

テーマに講演会を開催 していただきたいとの声を

頂きまして、今回の講演会が私にとっても、皆様

にとっても、大変意義深いものであったことを実

感いたしました。有難うございました。

代和内竹

で一杯でおります。

生きていくことはいろんな場面に遭遇します。

若い頃は小さいことにもくよくよと自信をなくし

て、 「自分は一体どうしてこんな苦しい思いをす

るのだろう」と考えたものです。ところが現在の

自分は、世の中不景気だからこそ 「どのように乗

り越えたらよいのか」と日々努力し、なんと強く

退しくなったものだと我ながら感心したり、健康

な体であること、家族全員が元気で明るく過ごさ

せて頂けますことを嬉しく思います。

仕事を通じて多くの人達と交わり、助けられ、

教えられして参りました。特に福井ゾンタクラブ

に入会し、世界が更に広がりました。みんな異な

る職業を持った女性のスペシャリス ト・女性経営

者で多彩な経歴を持ち、地域的にも福井県内にと

古 希 を 迎 え て

:   私は 12月 12日 に元気

11 に古希を迎えることがで

場 遷う:言 iま曇Ь套喜:

どまらず、 日本全国に、さらに外国の方々ともお

付き合いができ、この人達と力を合わせて地域社

会に奉仕するボランティア活動の中で、その人脈

がグローバルなスケールに広がって参りました。

自己啓発と共に感謝される利他活動ができますこ

とに大変幸せを感じております。

今日までの人生を総括いたしますと、私の能力・

努力を超えた素晴らしい月日を過ごさせて頂いて

おります。ご縁のあった方々に深く感謝いたしま

すと共に、素晴らしい人達と巡り合わせて頂いた

ことに心から感謝いたしております。

「現世とは心を高めるために与えられた期間であ

り、魂を磨くための修行の場である」と思い、人

間の生きる意味や人生の価値は心を高め、魂を練

磨しつづける事にある」と京セラの稲盛和夫著『生

き方』に以上のように書いておられます。

古希を迎えて、改めて人生は一生努力と勉強をし

続けることだと、心に誓いました。



沢ゾンタクラブの
ャリティパーティーに出席して

去る12月 14日 、金沢ゾンタクラブ第 3回チヤリ

ティパーティーがANAク ラウンプラザ金沢に於

いて行われ福井から6名が参加しました。

19階にあるパーティー会場アス トラルは夜景が

美 しく、 とてもホットな素晴 らしい雰囲気で、約

100余 りのゾンシャン達が集まりました。ホス ト

クラブの会員達はとても美 しく着飾 り、特に若い

会員等はテキパキと応対に大忙 しで、生き生きと

輝いていました。会場に入ると、沢山のオークシ

ョンの品々が並べられ、金沢ブランド、九谷焼、

着物、帯、バックと、ところ狭しと飾られていました。

いよいよ開会へと移り、鶴賀会長の力強い挨拶や、

金沢ゾンタの現在の活動状況を話されました。次

に26地区指名委員の福井会員・豊嶋姉が挨拶され、

国際ゾンタとは、世界的な会であること、国内で

の活動を話 し、会場の人達の御協力に感謝の意を

表しました。そ して福井の米村会長のシャンパン

での乾杯でディナーに移 り、美味しい料理に舌づ

つみ。会話もはずみました。そ して本 日のメイン

ゲス トの盲 ロバイオリンニス ト奏者、穴澤雄介氏

がカーボーイ姿で登場すると拍手で盛 り上が り、

北陸の自然や文化や人に触れてイメージを膨 らま

せて作曲をされ この夜 ドラマチ ックな曲や軽やか

山 崎 まり子

な音色に聞き入いっていました。

その後オークションに移 り、競 り人の登場でそ

の軽妙な話術についつい笑いで会場は一気に爆笑

のうず とな り、次々と売 りさばかれました。私 も

沢山の買物をしてしまいました。

最後に会長の出番となり、九谷焼、着物、帯、バ

ック等高価な品々が安い値段で売りさばかれ最後は

手作 りの菓子セットが100余名の数 (全員)オーク

ションされ、プレゼント、会場のお客様とのコミュ

ニケーションも一体となり、終了となりました。

SOMで ある私 (山 崎)はいつも金沢クラブの

ことを気にしていましたが会長の言葉に新 しい会

員の入会もあるとのことで、 とても充実 したクラ

ブとなると力強 く感 じられ、うれしい思いで帰途

に着きました。益々の良き活動を願つています。

一卦
一

●●●鸞一予

「納 涼 会 に集 う」

旧盆のお迎え、お見送 りも済ませ気持ちも清々

しく平素の生活に戻つた8月 19日 。いつもより早

めに例会を始め、真剣な会議を終えて 。・ 。さあ、

いよいよ恒例の納涼会の始まりです。1つ のテー

ブルでみんなの顔が見えるように座って、ワイワイ・

ガヤガヤ、楽しく食事をいただきました。

松田姉の軽妙な司会で、米村会長の乾杯 !次に

皆勤賞・精勤賞の授与です。今回は10名 の方が受

けられました。多忙の中、 この出席率の良さは喜

ばしいことです。

米村会長や松田副会長、前川副会長のお心使いで、

お酒もいただき○×ゲームで宴も盛り上がりました。

いよいよオークションかな ?と 思っていると、司

会の松田姉か ら紹介されて現れたのは・・・前川

海 道 菊 枝

姉率いる 「フラガール」の人達です。鮮やかな衣

装と流れるハワイアンのメロディー、パ ッと会場

がにぎやかに、華やかになりました。踊つている方々

のしなやかな手、腰の動き、いつもの前川姉が可

憐で美しい 「フラガール」に見えたのは私だけだ

ったのでしょうか ?

サプライズのフラダンスの後は、いつものよう

にオークションです。前川姉 と米納津姉との進行

で 「せ り」が始まります。今回はすべて完売で売

り上げも上々だったようです。会員の方々の気持

ちが1つ とな り、楽 しく盛 り上がった納涼会、 こ

れからも和気あいあいと国際ゾンタ福井クラブが

発展していくことを願います。
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撃あれ漁 勲 華 伝

叙勲の栄 に浴 して

平成21年春の叙勲に際しまして、瑞宝双光章の

栄に浴し、身に余る光栄に感謝の気持で一ぱいです。

4月 21日 に閣議決定が行われ、受章が決定 した

旨のお知 らせが、前鳩山邦夫総務大臣か らのお祝

い状 と共に勲章伝達式及び拝謁のあらまし等の精

しい書類が、総務大臣官房秘書課か ら送付されて

きました。

4月 29日 に新聞に報道されて以来、国会議員、

県知事、福井市長、総務省関係の方々や、友人、

知人等か ら、祝電や、お祝いのお言葉が相次いで

届き、感無量の思いでした。

勲章伝達式は、 5月 13日 グラン ドプリンスホテ

ル赤坂に於いて行われ、配偶者同伴ということで、

夫と共に前日の12日 に東京へと向かいました。そ

の夜に、総務省評価局の幹部の方々との懇親会が

開催され、ご馳走をいただきなが らの楽 しい語 ら

いのタベは、今まで抱いていた少しの不安 と緊張

感は、不思議に無くなりました。

翌13日 は、午前10時から、同じホテルの2階 「五

色の間」に於いて、厳粛な雰囲気の中、受章者一

人一人の名前が呼び上げ られて総務副大臣から勲

章及び勲記の伝達を受けました。最後に受章者代

表の謝辞を、元琉球放送帥代表取締役の方が述べ

られ伝達式は1時間余 りで終 りました。

その後、昼食をいただき、勲章を胸につけてバ

スに分乗 して、皇居へ参 りました。宮殿内の絨毯

を踏みしめて参内することは感慨もひとしおで宮

殿 「長和殿」のベランダを通 り、 「春秋の間」ヘ

と進みました。

中央に天皇陛下のお立ち台があり、張 り詰めた

空気の中、 しば らくして、侍従の先導で陛下がお

出ましになり、そこへ静かにお立ちになられました。

「今後 も、国のため、社会のために尽されること

を希望 します」 とのお言葉があり、低音で、ハッ

年末の多忙中にもかかわらず、快よく投稿下さいました方々に感謝致します。

新年を迎えた今、まず健康第一。ゾンタの目標・奉仕の精神を忘れずに、そ

れぞれの道に邁進することを願つております。

乗 竹 年 尾

キ リとした陛下の大きな声に驚きなが らこの上な

い深い感銘を受けました。それから、陛下は受章

者の間をゆっくり回 られて、 「春秋の間」を退出

されました。厳かな雰囲気の中、 これが、 「人生

最高のひとときだ」 と感 じました。

拝謁終了後、宮殿前で記念撮影をして、皇居を

出発 し、車中で陛下の賜 り物を頂き、グランドプ

リンスホテル赤坂に到着後解散となりました。

顧みますと、 この叙勲受章は、昭和56年 より司

法書士事務所を開設 してお りましたところ、平成

元年4月 1日 から現在に至るまで20年余にわたり、

総務大臣から行政相談委員に委嘱され、以来ボラ

ンティアとして、国民か らの行政に対する苦情の

解決や、意見・要望の実現に尽力し福井行政相談

委員会協議会の理事や事務局長等に就任 して、行

政相談委員制度の普及発展に努力しました。

さらに、年金記録問題を解決するために内閣総

理大臣の指示に基づき発足した年金記録確認福井

地方第二者委員会委員として、平成 19年 7月 の発

足当初から、行政相談委員の立場を代表して参画し、

申立人の申し立てを十分にくみ取つて、年金記録

確認に精力的に取 り組み、現在も共に活躍 してい

ることによって受章したものです。

私の人生も終末に近づいて参 りましたが、今も

なお、仕事に、ボランティアに、趣味にと忙 しい

毎 日を送れることについて、心から関係者の皆様

に感謝をしております。


