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要鰤曇長を終えて
二年間振り返つてみますと、

あつと言 う間に終ったように

思います。最初何もわか らず

ウロウロしていた私でしたが、

皆様方の温かいご協力に支え

られ、沢山の交流の中で学び

の輪が広が り、貴重な体験をさせて頂き、 ここに

無事任期を終えることができましたことを心か ら

感謝申し上げます。

さて、私たちのゾンタクラブの会報 「すいせん」

をふ りかえりなが らベンを走 らせてお りますが、

日頭が熱くなりました。

大役を受けた早々に世界大会参加。豊嶋姉の楽

しかった 「オランダ流で行 こう !」 の記事を読み

なが ら、初参加の私をやさしくご指導いただき、

世界中の会員と友情の輪が広が り国際ゾンタの勉

強が出来たのも大きな収穫 とともに、会長 と言う

大きな責任を感 じました。 この世界大会をスター

トに、チャリティーパーティー。留学生論文募集。

国際フェスティバル。ふるさと企画訪間。そ して

2009年 6月 には天皇、皇后両陛下ご臨席のもと、

全国植樹祭が福井県で開催され、植樹三題として、

①継体天王即位 1,500周年記念ゆかりの桜を足羽山

に植樹。②」R福井駅東口駅前広場に欅植樹。③福

謝 ―お 米 村 美智子

井市総合運動公園に継続事業のシラカシの植樹。又、

DV被害者の支援活動。始めて行つたチャリティー

ローズディーコンサー ト、翌年のローズディーは、

青少年育成事業として、思いやりの心を育てよう !

と、中学生のボランティアと共に障害者 とのムー

ブメント教室に参加。又、まちづくりにも参加 し

て市長と語る会を行い時間延長 して熱心に意見交

換 した事。それか ら二年間続けて、がん予防と治

療の健康講演会を行つて、 とても好評だつた事。

その時、タイミングよく “子宮頸がん予防ワクチ

ン接種を公費で"の署名運動もして次期会長にバ

トンタッチ出来た事。等々…。皆様の情熱を頂き、

思い出がいつぱい出来ました。又、地区行事には

トレーニングセミナー、エ リアミーティング、地

区大会 と、皆様 と一緒に参加 し、学ばせて頂き、

和服姿の国際会長Berylsten様 とご一緒に写真が

とれてとても感激しました。山本蒔子ガバナー様、

エリア3ディレクター行岡陽子様には温かいご指導

を頂き、人生の栄養剤を頂きました。お礼申し上

げます。

最後にな りましたが、ゾンシャンの皆様か ら頂

いた素晴 らしい行動力、輝いた瞳。あたたかい笑

顔に感謝申し上げ、健康な限 り奉仕活動を続けた

いと思います。ありがとうございました。

●
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去る4月 17日 と18日 に26地区エリア3の第2回エリ

アミーティングがANAク ラウンプラザ金沢に於い

て開催されました。

ガバナー・各エリアのAD。 そしてエリア3の役員

をはじめとして多くの会員が出席。また石川県知事

など来賓を迎えて総勢118名 の参加のもとに華々し

く開かれました。
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本年は、金沢ゾンタクラブがホストを務めました。

我がクラブがSOMと して誕生してから約5年ほどの

年月のクラブだけに、この日を迎えるまでの準備は

大変だつたと思います。勿論、ガバナーや、ADの

御指導を受け、私達も親クラブとして、いろいろ協

力してきましたが、金沢の会員達は若い人が多く、

よいアイデアと、スピーディーな作業。また、きめ

の細かな内容と、全員が一九となってのとり組みで

当日を迎えました。

AMll時開会。エリア3のAD行岡氏の点鐘に始ま

り、物故者への黙祷・挨拶・役員紹介などに続き、

石川県知事と市長代理の祝辞も終わり、いよいよビ

ジネスセッションに入りました。

次々と議事が進行し、決算報告のあと、国際ガイ

ダンスの紹介、新入会員の紹介では、福井クラブの

清水さんも壇上に上りました。それからエリアアワ

ー ド賞の発表があり、各クラブ会長に2年間の任期

をねぎらう記念品が授与されました。

昼食後のワークショップでは、地区奉仕委員長の岡

部文子姉・LAAF員長の三隅佳子姉の説明の後、各テ

ーブルに別れて、女性の地位向上 。経済的地位・健康

的地位 。職業的地位 。人権に関する事柄など支援活動

を話しあい、代表によるまとめの発表がありました。

コーヒーブレイクのあとの基調講演は、講師西村

貴好氏の『人と組織を輝かせるリーダーシップとは』

という演題で活発な口調での楽しく内容のあるお話

を聞きました。続いてガバナーによる総評。AD行

岡姉と早川姉の交替の挨拶があり、花束贈呈。そして、

次期開催地京都Ⅱの紹介で 1日 目の会議が終了しま

した。

夜の懇親会では、オープニングが美しい音色の笛

で始まり、挨拶・乾杯のあとは、素晴らしい三味線

の音色の中で和やかな友愛の和が広がりました。各

クラブ紹介と次期開催地の京都Ⅱの踊 りに誘われな

がら実に楽しいひとときでした。

2日 目は総勢37名が湯涌温泉かなや旅館を9時 30

分に出発し、大津峰山大光寺の書薩観音に到着しま

した。そこで、26地区エリア3の植樹記念式にのぞ

みながら、来年の今頃は「ゾンタのバラ」が一斉に

美しい花を咲かせるだろうと想像すると本当に嬉し

く思い、良い企画だと話し合いました。その後、宮

本光順庵主様の軽妙な語 り口調の法話を聞き、精進

料理を頂戴し、バスは次の花のミュージアム、フロ

ーリィに到着。花満開の美しい景色に見とれながら、

押し花の実技体験をし、記念写真をとりました。そ

のあと、なぎさ ドライブウェイで海を見ながら金沢

市街べ入り、茶屋散策のあと、金沢駅で解散しました。

この2日 間の金沢ゾンタクラブの皆様の、細部に

わたった企画や心づかいに敬意を表すると共に、今

後益々クラブ内の充実を図り、発展してほしいと、

親クラブの私達は念願すると共におおいに期待して

おります。大変お疲れ様でした。

「第12回植樹贈呈式」に参加して

IJ癬心鳩藝謗』議ハ轟

福井ゾンタクラブの継続事業のひとつである植

樹が去る4月 28日 に実施された。

爽やかな緑の風が顔を撫で、広々とした福井市

運動公園に私達ゾンシャンが8人 と、市の公園課の

五十嵐 幸 子

方が数人。そして園芸の人が参加され、 「第 12回

植樹贈呈式」が始まった。

奉仕委員長の司会で、前年に植えられた若いシ

ラカシの樹が並んでいる場所のとな りに今年の新



しいシラカシが加えられた。植樹の場所が2ヶ 所に

わけられたのは、す こし残念だと思いなが ら鍬入

れに参加 し、後藤姉の結びの言葉に 「これ らの木

が大きく育ち、 この樹々の元に私達の子供や孫達

昨年、多くの皆様に好評だつた 「ゾンタ講演会」

を去る6月 14日 、
日
がんの予防と治療の最前線パー

トⅡ“として「福井県教育センター」で開催しました。

今年は200人以上の方々が参加され、世話役を担

当した 「女性の地位向上委員会」の私達はもちろん

日頃から、皆様のために“何かお役に立ちたい
‖
と強

く願つているゾンタ会員一同、心からの喜びでもあ

りました。

今や、我が国の平均寿命や健康寿命は世界の トッ

プクラスですが、近年は高齢化やストレス社会が進

む中で、「がん」。「′い疾患」。「脳卒中」、そして 「糖尿

病」や 「歯周病」などの生活習慣病が増えています。

そして、一生に一度は 「がん」になるであろう人が

ガンを防く
゛
ために

1.変化のある食生活で、バランス良く栄養を

2.塩辛いものや赤肉(牛・豚・羊など)は、少なめに

3.野菜や果物を多めに

4.熱い飲食物や焦げた部分は避け、

カビの生えたものには注意を

5.タ バコは吸わなく、他人の煙も避ける

6.活動的な生活と適度なスポーツを心がける

7.日 光に当たり過ぎず、身体を清潔に

(3)

が憩 う姿 を夢見て一」 とあったよ うに、ゾ ンタの

森 とまではいかな くて も、ゾ ンタロー ドとして育

ちますように一 と願いなが ら公園をあとにした。

男性 :49.6%と 2人 に 1人、女性では37%で 3人

に 1人、さらに今後は 3人に2人の60%が、 「がん」

になるであろうと言われており、 とくに昨今は、 「が

んになってしまった」という声が多く聞かれます。

福井大学医学部の附属病院、 「がん診療推進セン

ター」センター長の片山寛次先生は、今回もまた

多くのデータを画像で示されなが ら、きめの細か

い説明をいただくとともに、がんで死なないため

には “予防とがん検診による早期発見"が何より

大切 と力説されました。一方、参加者は女性が多

かったこともあり、女性のがんで 1位を占める 「乳

がん」では死亡率が高 くなっているが、マンモグ

ラフィー等の検診により、早期に発見すれば直 り

ます !等 々、力強いお言葉をいただきました。

そしてさらに、今若い女性に発症が多くなってき

ている性感染症 「子宮頸がん」については、検診

とワクチンで予防が可能であり、 これ らのワクチ

ンの接種費用は、すでに北欧やヨーロッパ諸国で

は行政が負担をしているとも話されました。我が

国では今、 10歳 以上が任意で半年に 3回 の接種

ということで、約 5万 円の費用を要することから、

福 井 の 医 療

>医師数 (人 口10万人当たり)

全国 213人一――福井県 216人

[嶺北 :230人・嶺南 :160人 ]

永平寺町1593人・全国第 1位

>年間の救急出動件数(人口千人当たり)

全国 41件 ―一―福井県 29件(全国最下位)

命を守る “ガンの予防 と早期発見 "

第20回 健康講演会に200人 子訂1田一品
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とときとなったのではないかと、皆様の厚い協力に

感謝しつつ、会場をあとにいたしました。

年に 1度のゾンタ健康講演会、希望されるテーマ

や内容をぜひ私達にお寄せ下さることをお願いして

ご報告といたします。

ガン検診の受診率(40歳以上)

この日、ゾンタクラブでは “子宮頸がん予防ワクチ

ンを公費で"と のパンフレットを用意し、会場の皆

様に署名をお願いすると共に今後もより多くの皆様

に呼びかけていくことを確認し合いました。

最後に会場からは自分自身や家族のことなど、身

にしみた数多くの質問も出され、大へん有意義なひ

そろそろ花だよりも間近という 3月 7日 、久し振

りに会員 4名で奈良ゾンタクラブの20周年の記念

式典に出席致 しました。会場はJR奈 良駅に隣接さ

れていて、何度も訪れた見覚えのあるホテル日航の

4階 「飛天の間」で行われました。

福井ゾンタクラブが出来て、まだゾンタについて

の理解が浅く、ようやく毎月例会をする事に慣れた

1989年 に奈良ゾンタクラブは32名 で設立されたの

です。

その時の印象は、自分のクラブの誕生の時よりも

鮮明に強烈に記憶に残つております。特に会場のこ

と、設立会長の花山院瑞子様のこと、宿泊した建物

のことなど、不思議なくらい脳裏にやきついていま

す。

その奈良ゾンタクラブの20周年ですから、なん

としても出席したいという思いで、いくつか行事が

重なっておりましたが、かなり無理をしての出席で

した。でも出席させて頂いてほんとによかったと思

っております。いろいろ感心させられたことも多く、

やはりこれからも少々都合をつけても出かけてゆく

奈良        年記念式典

重

出席して

 1後 藤 俊 子

%

府県名
胃ガン
自|

大

騰

易ガン 肺ガン
置 |

乳ガン
ロ |

子宮ガン
自 |

全国 28.7 249 23.3 2Q3 21.3

山形 1 45.5 1 35.3 2 34.4 2 29.3 29.8

宮城 2 33.6 3 33.6 346 1 32.9 1 31.0

べきと、エリアディレクターを終つてから、久し振

りにゾンタをみつめなおそうという思いになりまし

た。特に奈良ゾンタクラブのあゆみ (10周年～20

周年)の コンパクトな冊子のまとめ方は、日から鱗

の感じでした。

記念講演の東大寺長老の森本公誠師の「奈良時代

の介護と医療」はとても興味あるお話で、流石奈良

クラブと講師も内容も素晴らしいものでした。

又、祝宴では初代会長のご子息、花山院弘匡氏 (春

日大社宮司)の ご挨拶と乾杯には胸が熱くなる思い

でございました。そしてコンサー トは奈良ゾンタク

ラブが2006年か ら、県内の活躍中の女性に贈って

いるゾンタ賞の本年度の受賞者で音楽の森の理事長

の荒井敦子氏の歌声で意義あるものでした。

全体を通 してのスマー トな記念行事なが ら会員

42名 の大所帯にチャーターメンバーが 12名在席と

のこと、ついつい自分のクラブと比べてしまいまし

たが、とにかく脱帽でした。

久し振りに逢つたモンゴルのヤンジン様に頂いた

ス トラップは何よりのお土産でした。
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壕錮 施設 「あけばの学園」を訪ねて

卒業式のたよりが、あちらこちらから聞こえる3

月半ば、山崎姉の提案で21年度ローズディーに竹真

会あけぼの学園を成和中学校の生徒さん達 (校長先生、

引率の先生、 3年生36名 )と ご一緒に米村会長、山

崎姉と共にゾンシャン8名が慰問しました。

当日は、小雨の降る肌寒い天候でしたが、学園生

や中学生の皆さんとの触れ合いで、ほのぼのと心温

まる一日となりました。学園では、園長先生や、ご

指導くださつた先生方と学園生の歓迎を受けました。

学園生の方の障害の程度により1躍た 2階に別れレクリ

エーションを行い、私は 1階のグループで、「あ酬ゴの

学園オリンピック」と名付けたゲームを楽しみました。

まず、小グループに分かれ、床にピラミッド状の

枠に点数を書き入れたものを描き、手作 りのボール

を投げて、グループごとの合計得点を競いました。

始まる前は、恥ずかしくて前に出られない子、身体

全体で嬉しい気持を表現する子、力みすぎてオーバ

ーラインしてしまう子など様々でしたが、時間の経

過と共に、打ち解けあい一人一人が投げるごとに、

歓声と拍手が沸きあがつていました。私も、目を輝

かせ夢中でがんばつている子供達と、ゲームに興じ

大変盛り上がり、楽しい時間を過ごす事ができました。

ゲーム終了後、優勝チームを称え、 2階会場へ移

動しました。 2階では、成和中学生のビアノ演奏と

美しいハーモニーの合唱を聞かせて頂きました。生

徒さん達の、心のこもった歌声に思わず目頭が熱く

なってしまいましたが、他の参加者の方々も同じよ

うな気持ちになられたようで、皆さん、目を赤くさ

れていました。

今回、精神障害を持つ方とケアに従事されている

方の日々の生活の実態を見聞きし、更に、精神障害

に関するレクチャーを受け、精神障害に対しての知

識の乏しさを痛感しました。例えば、私達は、精神

障害とひとくくりにしていますが、その症状により、

自閉症、多動症、パニック症、精神発達遅滞等に細

かく分類されていることさえ、よく知らずにいまし

た。また、精神障害の分野は身体疾患に比べ、まだ

まだ、研究が遅れており、前記のように、色々と病

名はつけられているものの、原因の解明がなされて

いない現実があるそうです。そのうえ、精神障害者

は急増 しており、2007年 には、全国で300万人を

米納津 時 子

超えており、これは、1000人当たりに換算すると、

身体障害児29人、知的障害児 4人、精神障害児24

人という数字になるそうです。

説明を受けながら、私は、精神障害者の急増は、

近年の生活環境の悪化、広く言えば、温暖化を含む

地球全体の環境悪化の影響が少なくないのではない

かと思いました。我慢のできない子供、いわゆるキ

レやすい子供の増加、不妊症の増加の問題も同様の

原因ではないでしょうか。地球環境を守っていくこ

とが健全な精神活動を守っていくことに繋がる、環

境保全の重要性を改めて強く感じました。

また、精神障害に対する理解を深める活動も、重要

ではないでしょうか。もっと、精神障害の知識を社会

に広めるための広報活動やボランティア活動の推進が

必要だと感じます。身近なところに、たくさんのボラ

ンティア活動の場所や機会があるはずです。私達の手

で活動の輪を広げていかなけれぎいけないと思います。

私も微力ですが、この思いを常に忘れず、少しでも役

に立てることを探し、実践していきたいと思います。

今回の慰間では、成和中学校の社会奉仕活動を見

せていただく機会も頂きました。学校は単に学問を

教えるだけではなく、他人を思いやる気持ち、感謝

の気持ち、社会のために尽す気持ち、人間性の育成

を図る大切な場所であると思っています。そういっ

た意味で、今回、成和中学の感受性豊かな生徒さん

達は、人間性の成長に結びつく、重要な体験をされ

たと思います。

最後に、この貴重な経験をさせて頂いたことに、

深く感謝いたします。有難うございました。



炸屹
'甲

1卜「「 シ議蜃iPttKあ

じさいトーク)と新年会

2月 17日 に例会を兼ねて、東村福井市長をお招

きして、 「福井市長 と語る会」(あ じさい トーク)

及び新年会を開催しました。

例年開催しているチャリティーパーテイーを全力

で取り組んで、素晴らしい時を過し、 「ホッ」とし

た会員達が、集まりました。今回は、例会を兼ねて

新年会の会場をジャルダンにての開催となりました。

定刻には、東村市長が、おいでになり、予定され

ていた、 「あじさいトーク」が、高田会負 の司会の

もと、 「JR福井駅の西日開発について語ろう」 と

いうテーマで始まりました。先ず、市長挨拶に続い

て各会員が自己紹介をしてから、テーマに基いて、

意見・要望等が、佐川姉、豊嶋姉、松田姉、山崎姉

等から発言されました。

色々な問題が山積みで、熱心な質問が出て、時間

がオーバーしても続けられ、市長も『直接、市民や、

ゾンタの会員等と話し合うことによって、よく分か

り合えて嬉しい。特にゾンタの会員は信頼し合える

稲 村 洋 子

素晴らしい仲間と感じます。』と、おつしゃつて終

了となりました。

その後、私達は新年会のために会場を移動して、

フランス料理に舌づつみを打ちながら、楽しく有意

義な一刻を過しました。

趙藝)'おかげさまで… 松 田 玲 子

お誕生日花ありがとうございました。

ゾンタの皆様からのあたたかいお祝いの気持ちを花

東でいただき、うれしいかぎりです。

おかげさまで多くの方々に支えられて、今私は58才。

これからも毎日が健やかで笑顔に溢れたものであ

りますように一

楽しい心の花がたくさん開きますように一

心からの感謝をこめて。

ご多忙の中、充実した原稿を快くお寄せくださいました方々

に心から感謝申し上げます。

ありがとうございました。

広報委員一同


