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会長に就任 して

この度、福井ゾンタクラ

ブの会長を仰せつかりました。

入会7年 目の私は心の準備

不足で不安を抱えての会長

出発です。初仕事は世界大会 (ア メリカ・サンアン

トニオ)への出席でした。それからは他クラブの周

年記念事業への出席、毎月の理事会 。例会の準備等

に追われながら五ヶ月がたちました。幸い私共クラ

ブには経験豊かな理事、会員、又、26地区国連委員

長、ゴールデンZク ラブ委員長の方々がしつかり周

囲を固めて下さつてお りますのが′い強い限 りです。

当クラブでは設立以来、世界平和と奉仕活動や、

会長 前川百合子

女性の地位向上を目指して諸々の活動を続けており

ます。県内事業では植樹や福祉施設等への寄贈をは

じめ、まちづくりや健康講演会、外国人留学生への

支援、女性の一層の社会参画をめざした活動などを

続けております。このことを大切にして、より良い

活動を続けていかれるようによリー層の努力を重ね

て参りたいと思っております。

歴代会長に基礎を築いていただき、会員全員の協

力と努力により心温まる、活動的なこの福井ゾンタ

が皆様におおいに期待され、発展することを目指し

たいと思います。どうぞご支援の程宜しくお願いい

たします。

心をひとつにして、成功ヘダッシュ

ーー 第24回チャリティパーティを終えて

i

高 田 訓 子

子 ども達が待ちこがれれるクリスマスも近づい

た12月 15日 、恒例のゾンタ「チャリティパーティー」

は、師籍50年 を迎えられる花柳双福氏の粋な舞い、

“千代の松"で幕開けとなりました。

10人 の 「実行委員」の決定は、例年より早い、

7月 下旬で、今 日までの反省を土台に新 しい提案

を出しつつ 「例会」で決定をして行 くという方式

をとりました。

会員は全員、真剣に準備を重ねましたが、ここ

では二人に登場願い、熱い想いを綴つていただき

ました。  警 警 警 書 や サ

素晴 ら しい “機会"に、感謝 !

担当司会 :つ づろゆう子

「今年からは司会もメンバーで 1」 ということで、

休会中の身である私に、活動のチャンスをくれた

仲間に心から感謝です。

県知事や市長をはじめ、大勢の各界でご活躍の

皆様方の参加による、定評ある「福井ゾンタ」の

了 警 な 書 を 警

チャリティパーティー。緊張する私に、高田実行

委員長や後藤副委員長は 「私達がサポー トするから、

安心 してやつてネ l」 と、全力でアシス トしてく

れました。

常に自己研鑽に努め、 “誇 りと奉仕"を貫くゾ

ンタの一員であることを新たにした素晴らしい “機

会"で した。



皆様に楽 しいひ とときをと、会員が ,さ を一つに合わせたチ ャリティ

パーテ ィー。

本年 も企画盛 り沢山に頑張 りますので、ぜひご参加 下さい。

今 後 も、 “福丼の宝"と して応援 を !

担当 :ア トラクション 後藤俊子

「只今、ホテルに向つています」との一報の後、

尾崎社長と共に顔を見せた竹島さんの姿に、 “あゝ

これで私の役割は終つた"とホッとしたことでした。

しかし、多勢の皆様に静かに聴いて頂けるかが

不安でしたが、何と会場は波を打つたかのように、

“信頼の絆"で結 ばれ てい る ゾンシ ヤン !

担当 :ゾンシャン 豊嶋美代子

「ゾンシャンは姉妹」を強く実感した、今回の

チャリティパーテイでした。開催日が従来は12月

始めでしたが、今回は15日 という主婦には大変忙

しく、かつ御当地のパーティーも目白押しの中、

原国際理事をはじめガバナー 。AD他、総勢26名

竹島宏の美声とソフトな風貌に酔いしれムー ド…。

司会者 との トークでは、 “ふるさと福井の香 り

を大切に想っている"と いう若い竹島さんの心情

も語られ、今後何十年かは出現しないであろう “逸

材"を “福井の宝"と して応援する必要性を強 く

感じた一夜でした。

ものゾンシャンに参加いただき、本当に感激の極

みでありました。また終了後の二次会では、 “楽

しくて実のあるゾンタ活動"に ついて、皆さんの

経験談を聞かせていただき、ゾンシャンは信頼の

強い絆でむすばれた “姉妹"だ という想いを強 く

いたしました。 瑾口
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乗 竹 年 尾

でした。年々応募者も増え、中国、ベ トナム、イン

ドネシアなどからの出身留学生等の応募がありました。

そこで、去る11月 2日 に審査を行ないました。ど

の作品も優秀なものでしたが、つぎのように入賞者

が決定しました。

そして、12月 15日 のチャリティーバーテイーの席

上で表彰式を行いました。

私達ゾンタクラブでは、今後も継続して留学生論

文募集を行い、勉学に励んでいる留学生を楽しませ、

励まし、初志貫徹の支援ともなればと思っています。

(ド イツ)福井大学

(ベ トナム)福井県立大学

(中 国)アイビービジネスカレッジ

(中 国)福井大学

(中 国)福井大学

(中 国)福井大学

(中 国)アイビービジネスカレッジ

(中 国)アイビービジネスカレッジ

(中 国)アイビービジネスカレッジ

(中 国)アイビービジネスカレッジ
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私達ゾンタクラブの継続事業の一つとなっていま

す 「留学生論文募集」も、今年で18回 目を迎えまし

た。今回のテーマは『私が今、一番やりたいこと』

サンドラ・シャットシュナイダニ

トゥー・チャン
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鰤Ъ界大会に参加 して

テキサス州サンアン トニオで、6月 25日 か ら30

日まで開かれた第60回 インターナショナル コン

ベンションに先輩会員2名 と共に初めて出席させ

ていただきました。

大会初 日には、会場前で地元南米テキサスをイ

メージした歓迎のデコレーションと楽曲を演奏す

る人々が私達参加者を出迎えてくれました。

初めてのことで、その規模も様子も殆ど知 らな

いまま目にしたのは、各国の女性のその輝いた笑

顔と生き生きした様子でした。後でお聞きしたと

ころによると、参加国は67か 国、 1600名 余 りの

会員の方が参加してお られたとのことでした。そ

れぞれの国で、同じ意識を持ち、有意義な奉仕活

針 原 保 代

動に取 り組まれてお られる仲間として、何か身近

に感じられたように思いました。

次の日か らの会議では、規律にのっとった活発

な意見交換や、多種多様な質疑応答が繰 り広げ ら

れ、その熱気で圧倒されるほどでした。ただ、私

などは英語力がなくイヤホーンか ら聞こえてくる

通訳でしかその内容を理解できなかったのが本当

に悔 しく残念でたまりませんでした。

最終日には、横浜ゾンタクラブの原菊子女史が、

国際理事 として当選され、 これか らのち日本のゾ

ンシャンの代表として表舞台で活躍される事を嬉

しく、そ して良き先輩に恵まれたことを誇 りに思

えました。

最後に開かれたパーティーの席では、 ドイツや

アイスランドの方々と同席し、片言の英語 と手振

り身振 りでしたが、交流を持てたことは本当に楽

しく、良き思い出とな りました。

今回は、言葉や肌の色の違いはあつてもゾンタ

の旗のもとで同じ目標、目的をもって集 うことの

素晴 らしさを身をもって体験できた有意義な旅だ

ったように思えました。

「恣眼鏡をタイの人たちに」

福井県は、眼鏡の生産地 として世界的にも有名

で、誰でも簡単に手に入れることができ、少し具

合が悪いと買い替えることが珍 しくありません。

しか し、発展途上国では、眼鏡は貴重品で眼鏡を

持たない人が沢山お ります。それで『海外老眼鏡

無料配布活動』を行つているNPO法 人の人たち

がお ります。 この活動は、今までに2万 本以上の

老眼鏡を配布 し、今年 10周 年を迎えます。福井

市で眼鏡店 「メガネの赤松」を経営 している赤松

賢治さんが、このNPO法 人で活動してお り、使

用済みの老眼鏡を集めて修理 して、タイで無料配

布 しているという事です。 この事が昨年4月 福井

新聞で報道されました。

この記事を見た当クラブの豊嶋さんが 「素晴 ら

しい活動だ。不要に

なった老眼鏡を集め

る事なら自分たちに

も出来るのでは」 と

今年2月 当クラブ会

員 に協 力 を呼 び 掛

け、前川会長も 「少

しでも赤松さんの活

動 に協 力 した い」

「今後 も協力してい

きた い」 とい う事

で、私たちクラブ会

員が、約半年かけて

会員や友人宅か ら一

代和内竹
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部壊れたものや、古 くなったなどで使用 しなくな

ったものを集めて、約200本 を持ち寄 りました。

9月 31日 に、福井市の 「ホテルフジタ福井」で

行われた贈呈式で福井ゾンタクラブ前川百合子会

長等よ りNPO法人 「」TO― VG(日 本 。タイ王国

メガネボランティアグループ)」 (本部鳥取県 )

の赤松賢治さんに手渡 しました。

「自分が使っていたものが再利用され、タイの

人たちに使つて貰えるのは嬉 しい」、 と笑顔で話

す豊嶋さんの思いをクラブ会員みんなで共有する

ことが出来ました。 「この活動の主役は貴方です」

を大切にしたいと思います。

また、赤松さんか らは、 「まとまって寄附を受

けたのは初めてで大変励みになる。今後、活動に

協力してくれる人達が増えて くれれば」 と期待を

寄せ られています。

高松ゾンタクラブの
20周年記念式典に出席して

エ リアが分割されてから遠 くなってしまった高

松ゾンタクラブの20周年記念式典に、若い会員の

皆さんの意気込みに押されて、久 し振 りに出席さ

せて頂きました。会場は」R高松駅、日の前の全 日

空ホテルクレメン ト高松で、大変利便で最高の場

所であり、私にとっては、化粧室の場所さえ承知

している何度か訪れた懐かしいホテルでした。

会場へ足を踏み入れ、すぐ目に入つてきたのは、

舞台横に並べられてある何十台かの車イスでした。

瞬間今 日の式典には身体の不自由な方が多勢こら

れるのかなと思ったのですが、今 日の式典の中で

の寄贈品だとす ぐさま納得。私達のクラブでも車

イスを贈呈 したことはありますが、一枚の贈呈書

を渡すだけでしたので、こんなアピールの方法も

あるのだなと感心させ られました。

祝宴では、オープニングで長唄の家元を招いて、

7名 の会員の皆さんが、三味線 と唄を披露されま

した。皆さん相当練習をされたようで、なかなか

のものでした。ステージヘ上る方々が、会員とい

札幌パークホテルにおいて南は沖縄、北九州か

ら北は夕1路 まで、 79名 のゾンシャンが一堂に会

して行われた 「札幌 Iゾ ンタクラブ設立40周 年

記念式典・祝賀会」は、チャーターメンバーの五

條流家元五條さんの祝舞か ら始まった。 90才 と

は思えないその凛 としたお姿に感動した。

ヽ戚攀

● 後 藤 俊 子

うのは何よりのもてなしだと思いました。私が今

一つ納得出来たのは、式典では県知事が、祝宴で

は市長が祝辞を陳べられましたが、お話の内容が、

お二人とも全く同じであつたことです。高松市が

目指 していることを情熱的に語 られましたが、当

然のこととは云え、我が県もそうあって欲しいと、

しみじみへんなことに感じ入 りました。

最後に楽 しませて頂いたのは、歌手の田辺靖男

と九重祐三子のハー トフルライブでした。ttNHK
で 「夢で逢いましょう」の頃のお二人です。意外

に若々しくて、夫婦で何十年も一緒に舞台に立っ

ているだけあって、意気の合った進行など流石で

した。出演者自身も楽 しんでいる姿が手に取るよ

うに伝わつて、良いものを見せて頂いたという満

足した気分でした。また遠方か ら来た会員のため

の時間設定が極めてスムーズで、帰 りの時間を気

にせずショーを観ることが出来たこと等、全てに

心にくいばかりの気配 りでした。

菫
里 美代子

1970年 6月 1日 に日本で6番 目のクラブとして

認証され、 この40年 間国際プロジェク トや地域

社会に対 して積極的な奉仕活動を続けてこられた

ことに私達も、もっと頑張 らなければ という思い

を強くした。

40周 年記念事業 としては、 1)国 際ゾンタに1万

「おもてなしの心いっぱいの
札幌Iゾンタクラブ40周年記念事業」
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ル2)札幌中央図書館に2000冊 と、 これを入れ

書架2本 (13年 間継続事業)3)本L幌聴力障害者

会ゾンタロ座に14回 目の寄附4)北 海道新聞社

生生物基金に寄附。

この他にも、アメリア・イアハー ト奨学金、D
V撲滅のための寄附や、

羊ヶ丘養護園にゾンタ号 (車 )

円山動物園にウサギハウス

大通公園・中島公園・藻南公園に車イス用水飲

み台

盲導犬協会基金

被災地へ義援金 (十勝沖・奥尻島・阪神大地震)

札幌市教育文化団体への寄附

北海道大学・大学院の留学生へ奨学金 (継続事

業 )

等地域社会への奉仕活動がすば らしい。

祝賀会では、世界的ジャズ トランペッター 日野

皓正カルテットの迫力ある記念ライブがすば らし

かった。

広い二次会の席も設定されていて、そこに日野

氏が同席しゾンシャンと気さくに交流されていた

のが印象的だつた。

国際アーティス トとしてライブ活動を行 う傍 ら

若手の指導やチャリティー活動にも情熱を注 ぐ日

野氏の一面にふれることが出来、ステージとは異

なる楽しさがあつた。

札幌 Iゾ ンタクラブの企画力、おもてなしの心

に学ぶことが多かつた。

仕事の都合で翌 日のエクスカーションに参加で

きなかったのが非常に残念。

凩楡サンタクラブ20周年記念式典に参加して

1難■■

秋田というと、同じ日本海側にある地方として

親近感もあり、乳頭温泉や、名物のきりたんぽな

どで知られる温かい雰囲気のところというイメー

ジで出かけました。思つた通り降り立った秋田空

港は、名高い秋田杉がふんだんに使われた雰囲気

のいい空港でした。

20年 という歴史は、我がクラブとほぼ肩を並

べるくらいのクラブではないかという認識でした

が、そこにはチャーター会員も多くおられ、式典

で披露されたその奉仕活動の内容は、地域はもち

ろん、国際関係に至るものまで多岐にわたり、会

員一同で活発に活動されていることを知り、我々

も見習うところが多々あるように感じました。

パーティのアトラクションとして、地元出身の

ピアニス トのショバンをはじめとする名曲の素晴

らしい演奏と、こちらも地元現役医科大生のエレ

針 原 保 代

クトーンの演奏があり、秋田の人々の多方面の活

躍を知ることもできました。これからも、ゾンタ

の掲げる同じ目的に向かい会員一同で活躍される

ことを願うばかりです。



奈良万葉ゾンタクラブ

10周年記念式典に参加して

10月 24日 、福井ゾ ンタクラブか ら、前川会長他

5名 が奈良ゾ ンタクラブ 10周 年 H・L念式典 に出席 し

ました。 日本各地か らは もとよ り、海外か らも台

北 Iゾ ンタクラブのAmy Lai様 が駆けつけて下さ

り、大勢のゾンシャンが集ま りました。

記念式典では、記念事業実行委員よ り、 10年 間

の活動報告を受けました。様々な奉仕活動 を重ね

てきて今、再び設立当時の初心、原点 に立ち戻 り

たいと述べ られているのを伺い、常 に自分を戒め

て奉仕させて頂 くという気持 ちを持 ち続 けること

の難 しさを感 じました。

記念講演ではSMAPの キムタクこと木村拓哉 さ

んのお母様、木村方子 さんよ り 「食育 と幸せ にな

る生き方」 についてのお話 を聴 きました。 食事の

時はいつも、いのちをいただいていると意識 して、

食べる ことの大切 さについて、 また、 いのちが 自

分だけのものではな く、 先人よ り受 け継 いで、次

の世代へ引き継 いでいくものである との考えをお

話 しにな りました。 食への関心や、感謝の気持 ち

を子供たちに伝えることが、 自分の命や、周 りの

人たちの命を大切に思える′さを育てる ことに繋が

ってい くのだな ぁと改めて幼少期よ りの食育の大

米納津 時 子

切さを感 じました。

祝宴では、オープニ ングで奈良万葉ゾ ンタクラ

ブの メンバー による トー ンチ ャイム演奏が披露 さ

れ ました。大変息の合つた素晴 らしい演奏 に会場

か らは拍手喝采がわ き起 こりました。忙 しい中、

時間 を割 いて練習 を重ね られたのだろうというこ

とを、 ヒシヒシと伝わ り、一層感 じました。

数年後 には、我が福井ゾンタクラブ も30周 年を

迎えますが、我 々も奈良万葉ゾ ンタクラブを見習

い足を運んで くだ さつた方 々に喜んで頂けるよ う

に知恵を出し合わねばな らないと思いました。

残念なが ら、時間の都合で最後 まで参加 してい

ることはできませんで したが、興奮冷めや らぬ メ

ンバー と帰 りの電車の中で も素晴 らしい祝宴等 に

ついて話が弾みました。

今回の参加で、全国のゾ ンシャンの方 々とお会

いできた こと、 また奈良万葉ゾ ンタクラブの 10年

間の歩みを知 り、 いろいろ努力を学ぶ ことが出来

て大変意義深い時間をもつ ことができました。 今

後 もこのような行事等には是非参加 させて頂 きた

いと思います。

いて20数年にな ります。 こんな私が元気で過ごさ

せていただいているのも、ゾンシャンの方々との

楽しい交流のお陰と思つています。中でも、私よ

リー廻 りも二廻 りも年下の方々とお友達付き合い

をさせていただいていることは、心の若さを保つ

ていられる所以であると喜んでお ります。 これか

らもゾンタの活動を通 じて仲良くお付き合いさせ

ていただければ幸いです。

・:F
誕生 日によせて (´ V｀ )♪

10月 29日 は私 の82回

目の誕生 日で したc会 員

の皆様か らお祝いの花東

を頂戴 しまして誠にあ り

がとうございました。月

日の経つのは早いもので

あっという間の82年 間、

ゾンシャンとして皆様と

一緒に活動させていただ

枝菊道海

皆様新しい年を迎え、おめでとうございます。広報 40号 をお届けします。

ご多忙の中、原稿をお寄せ下さつた方々ありがとうございました。


