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酪 シラカシの木 植樹式に思う

米 村 美智子

4月 28日 、福井市総合運動公園に寄贈続けてい

るシラカシの木の植樹寄贈式が行なわれました。

「雨降って地固まる」と言われますが、式の前が大

雨だつたのが始まると同時に雨は上がりすき通つた

青空と緑とのコントラス トがとても新鮮で美しく最

高の植樹式となりました。

式には福井市より総合公園部長様、課長様始め 6

名、福井ゾンタより会長、奉仕委員長始め 5名が出

席して開催されました。

前川会長より「福井市総合運動公園は、誰もが気

軽に楽しめる公園を目指して、市民の健康づくりや、

生涯を通してスポーツに親しめる環境の中で、憩い

の場としてこれからも継続事業として続けて参りた

い」とあいさつを致しました。

その後、福井市から、 「福井市では “人と自然が

共生、調和するまちづくり"を基本目標に掲げ、市

民の共有財産であります緑を守り、育て、次の世代

に継承していこうと、市民と行政が協働を図りなが

ら、緑のまちづくりを推進しています。今後は大切

に育て、すば らしい公園となるよう最善の努力を致

します。」と、感謝のお言葉を頂きました。

私たち福井ゾンタも市民の憩いの広場、こども達

のスポーツを通して健康育成の場となるようゾンタ

ロー ドの継続をして参りたいと思います。
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2月 16日 、本格中華のお店 「来々軒」にて新年

会を開催。

美味しいお料理 と新年会の恒例 とな りましたオ

ークション !ゾ ンシャン持ち寄 りの素敵な品々と

高田姉 と後藤姉 との軽妙な司会進行でわいわい、

がやがや、にぎやかに張 り切つて心ときめいてシ

ョッピング致しました。

又、ビンゴゲームには賞品が山のように有 り、

プログラム委員の米村姉、松田姉に前川会長まで

出して下さつた 「全員おまけ付、はずれ無し」の

嬉しい品物ばかり。

北陸では寒さ厳 しい 2月 の午後、とても楽しい

ひとときを過ごしました。

今年一年、又皆で助け合い、支え

合って、福井クラブが元気に活動出

来ますように !!

|.坪
田 律 子

織
控

覇

碧Ⅲ■‖「

会だった健康講演会

第21回健康講演会は、 6月 5日 (日 )福井テレビ

4階大ホールで、 「ハー ト・プラス∞コンサー ト」

というテーマで開催された。

心臓バイパス手術を受け、(大 動脈炎症候群)と

いう難病を抱えなが らも、セラピーとピアニス ト

を掛け合わせた 「セラピアニス ト」 として活動す
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る福井市に在住する保恵さん(48)。 ピアノ弾き語

り&お しゃべり&落語で心癒されるひとときと「言

葉と音楽の力で励ましてくれた人に恩返しをしたい」

と夫、長男、二男も参加 しての家族コンサー ト。

加えて保恵さんは、2006年 に発症し、 2回の大手

術の末、一命を取 り留め、一度は遺書も書いたこ

とを明かし、 「息子 2人の成長が見たかつた。命

がほしい」 と一晩泣き明か した事 こと、だか ら、

今は生きることに貧欲、今の自分も笑顔なら、未

来の自分も笑顔で生きていけると思つている」と、

落語も交えて明るく話された。

また、 自らが作詞作曲した 「やさしい気持ち」

や 「千の風になって」等10曲をピアノで弾き語 り、

演奏された。
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自らの闘病経験を明るく披露 しなが ら、自慢の

話芸で会場を沸かせる姿に、来場者約250人 は大

きな笑いが起きていた。時には、その一生懸命な

生き方に痛々しい思いさえ感じられた。

しかし、人生は、最後まであきらめることなく

この世に 「生」 を受けた重みを大切にして、強 く

生きている講師保恵さんの真摯な姿に強 く感銘を

受けた人は多かつたのではないでしょうか。

第二回エリアミーティングに参加して

かつて日本人が経験 したこともない大地震に見

舞われてまだ 2か月を少し過ぎたばかりの5月 21日、

エリア 3になって 3回 目を数えるエリアミーティ

ングが京都ホテルオークラで開催され、出席させ

ていただきました。出席が困難なのではと皆が,さ

配 していた被災地のクラブか らも多 くの出席者が

あり再会を喜びながらの開会でした。

各報告の後、ワークショップでは上田ガバナー

か ら会員全体の満足度についてのお話 しがあり、

その改善のためには意義のある奉仕活動をするこ

とがまず第一ではということでした。

また国際ゾンタクラブの共通の催 しであるゾン

タローズデーについて来年は同時開催するという

針 原 保 代

ことでその意義の再確認とアピールの方法などの

お話があり、全員がこの意識のもとに一致団結し、

より多 くの方々にゾンタクラブを知ってもらいそ

の有意義な活動内容を広 く発信 しなければ会員増

強にもつなげ られないのではと思いました。

その他にこのワークショップでは活発な意見交

換もあり有意義な時間を持てたように思います。

昼食会では日頃お会いする事のない各地のクラ

ブか らの出席者の方 と親睦も深められコンパク ト

になったエリアミーティングの良さを感じました。

午後の基調講演会では私達が署名活動をした子

宮頸がん予防について近年の若い女性の性のモラ

ルを含めた観点か ら貴重なお話をお聞きでき大変
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有意義でした。

ワークショップでは26地 区の国連委員長である

わが福井ゾンタクラブの豊嶋委員長か ら国連 とゾ

ンタの関係がわか りやす くお聞きできたことも大

変有意義でした。

そ して新 しく発足させるべきゴールデンZク ラ

ブとZク ラブについてわがクラブの山崎委員長か

ら説明をお聞きし、近い将来若い方々が仲間に加

わる日がくることを楽しみにして今回のエリアミ

ーティングを終えることができました。

そ してこの有意義だつたエ リアミーティングの

開催に当たられた早川ADと 京都 Ⅱゾンタクラブ

の皆様方に感謝の気持ちを胸に帰路につきました。

ローズデーに参加して

ンタクラブの活動をアピールする

ズデーの 3月 8日 に合わせてゾン

ボルである黄色いバラを女性地位

当して毎年医療機関や施設などに

に取 り組む福井ゾンタクラブは 7

ターで健康診断に訪れた人達にバ

己管理の大切さを訴えました。 こ

代和内竹

世界各地のゾ

国際ゾンタロー

タクラブのシン

向上委員会が担

送つています。

社会奉仕活動

日福井保健セン

ラの花を送り自

の日はバラとかすみ草の花束を100東会員 8名 で

準備、ラッピングには 「健康診断を受けましょう」

のシールを貼 りました。

健康診断やガン検診の人々でごったかえすロビ

ーで受診を終えた人に一束一東手渡し致しました。

ス トレスで体調を崩 し易い世の中、 これを機会

に健康管理に目を向けて貰えた らと会員一同検診

を啓発しました。



東日本大震災義援オークション
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2011年 3月 11日 、三陸沖を震源とする東日本大

震災が発生しました。国内観測史上最大の地震 と

想像を絶する大津波の大災害となりました。

被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。

巨大津波が次々と家屋や車や漁船をのみ込んで

濁流が田畑を襲い迫る映像をテレビで目にしたとき、

言葉を失い信じられませんでした。

交通 。電気・水道などライフラインが寸断され、

死者や行方不明者は刻々と増え、町は瓦礫の山と

なり壊滅的状態の中被災された方々は各地の避難

所生活 となりました。

水や食料品や生活必需品が不足 し、厳寒の悲惨

な避難所生活ぶ りが伝わつてきました。

福井ゾンタクラブ 3月 例会 日が、震災後 5日 目

だったので 「支援活動を今す ぐしよう」 「私たち

にできる事はなんでも協力しよう」 「早く助けたい」

「ゾンタクラブ全体で救済活動 しよう」など被災

地の役に立ちたいという気持ちを早く形にしたい

との熱い意見が続出しました。

「まずは、義援金を送ろう」の意見に全員賛成。

松 田 玲 子

4月 例会において、会員内オークションをして義

援金を作り被災地へ送り届けることに決定しました。

会員持ち寄 りの食品、お酒、毛布、洋服、 日用品

など数多 く集まり、いよいよオークションが始ま

りました。

「義援金ご協力よろしくお願いします。」 と声を

かけ合いなが らオークションは進み短時間のうち

に完売となりました。

会計係より売上合計額が読みあげ られると、今

までのオークションより多い本 国の金額に歓声と

大きな拍手が沸き起こりました。

被災地の皆様に笑顔が一 日も早 く戻 られること

をお祈 り申し上げ、 この売上金を義援金としてお

送 りさせていただきました。

これか ら復興には多 くの時間とエネルギーが必

要にな ります。私たちもボランティアの会 として

被災地に向けて一歩一歩長 くお役に立てる支援活

動を続けていきたいと思います。

被災地の皆さん、新 しい希望の明日を迎えるた

めにいっしょにがんば りましょう。

°
大阪

当日の 3月 10日 は、この頃にしては温かくお

だやかな一 日でございました。東 日本大震災の

前日で、大阪城公園の近くのホテルニューオー

タニの 2階鳳凰の間に於いて、満員の入場者の

もとで行われました。

Iゾンタクラブ、チャリティー講演会

世界の中の日本 ～日本よ、のびやかなれ～ ‐|

櫻井よしこ氏の講演会に参加して 後 藤 俊 子

講師は櫻井よしこ氏で、以前一度聞いたこと

はあるのですが、すじの通った内容で胸のすく

ようなお話ぶ りが忘れ られなくて、仕事のや り

くりをして出かけました。

少子化問題から始まり、このままいくと40年



後 には現在の 1億 2000万 の人口が9000万 人に

減少す るだろうとか、今ある国の借金を国民全

員が責任 を持つには 1人 当た り800万 円になる

等いろんなところで読んだ り聞いた りしている

事ですが、説得力のある講師のお話は聞いてい

て心地よいもので した。

こうした講演会 というものは、内容は勿論大

切ですが、コンサー トを聞 くのと同 じような、

ご本人を見ているだけで満足するという部分 も

大きいと思います。私は昔か ら櫻井氏のファン

でいろいろ書かれた物 も読んでいます し、週刊

新潮の 日本ルネサ ンスは楽 しみにしている読者

の一人で、女性 同志ですが、手ぶ り身ぶ りお話

の内容 もよく満たされたひとときで した。

こうして出掛けていきます と、ゾ ンシャンの
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′' 誕生 日花を頂いて

お花束プレゼン ト有難うございます。毎 日健康

で心楽しく生活できている自分に毎 日感謝の気持

ちです。

多くの皆さんにお逢い出来て、来てよかつたと

改めて嬉 しくなるものです。お元気そうなお顔

を見ると私も頑張 らなくつちゃとパワーを頂け

る気がします。各席には 「ゾンタヘようこそ」

という栞と入会ご案内が置かれていましたが、

センスのある上品なもので、参考にさせて頂き

たく大切に持ち帰らせて頂きました。

福井ゾンタクラブもあと少しで30周年を迎え

る年数となりました。私達も毎年いろいろな行

事を行い、年に一度は講演会も行つています。

今年は多くの皆さんを迎えてハー ト・プラス

&コ ンサー トと題して無事終了致しました。

又来年に向かつて講師選びをしなければ と気

持ちをハイにしながら帰ってまいりました。

竹 内 和 代

そ して、長い人生を生きて来て周 りに居て下さ

る人達との関わ りが、毎 日スムーズに回ることも

感謝の毎 日です。

仕事 と家庭の両立に、悩んだ若い頃がとても懐

かしい程、今は皆さんの力をお借 りして毎 日楽 し

く仕事・趣味 。家庭 と自分が明るい太陽になるこ

とが人間関係で究極の解決方法でしようか。

周 りに居て下さる大勢の諸先輩より良き指導を

頂き、これからも毎日精進していきたいと思います。

宜 しくご指導の程、お願い申し上げます。

すいせん41号 をお届けします。

ご多忙の中、ご寄稿下さいました方々ありがとうございました。

今年は、東 日本大震災に続きましていまだに続 く余震 と原発事故、そ して猛暑

による熱中症によるニュースが報じられています。

会員の皆様には、お体には充分ご留意されますようお祈 り申し上げます。

広報委員一同


