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感謝 !チ ャリティーパーティ

2011年 12月 7日 、第25回福井ゾンタクラブチャ

リティーパーティが開催されました。

揃いのブルージャケットを着た福井ゾンタ会員が

受付、クッキー販売、梵日本酒試飲とそれぞれ担当

場所で笑顔でお客様をお迎えし、歓待している姿は、

雰囲気を明るくし、美しく、会場に映えているよう

に感じました。

ホテルフジタ福井の天山の間は、例年同様多くの

お客様でテーブルすべて埋まり、晴れやかに厳粛に

オープニングの歌、留学生論文表彰式、そして地元

福井県内5団体施設へ寄附贈呈式をさせていただき

ました。

今年3月 未曾有の東 日本大震災が起き、被災地へ

は義援金・生活物資を福井ゾンタクラブよりお送り

させていただきま した。この震災を機に、いろいろ

な奉仕活動を体験し、多くの事を学ばせていただき

奉仕の心や在り方を再確認しました。

H月 中旬生活に密着した40項 目を分析 し日本で

どの県が一番住みやすいかというユニークなランキ

ングの発表があり、福井県が堂々の第1位 に輝きま

した。私たちの生活の場が恵まれた環境だと知りも

つと奉仕活動をしなければと思いました。

本日チヤリティーパーティに来て下さっているお

客様は、福井ゾンタクラブを応援して下さっている

ということに感謝しつつ、閉会後笑顔でおひとりお

ひとりお見送りさせていただきました。

福井ゾンタクラブを支えて下さるあたたかい気持

ちを支えに大きく奉仕の輪を広げていかなければと

強く感じた今回のチャリティーパーティでした。あ

りがとうございました。
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本年度の論文の課題を「東日本大震災と日本人」

として公募しました結果、福井大学はじめ大原学園、

北陸学園等に例年同様ご協力頂き男子学生13名、

女子学生H名、合計24名 の優秀な論文の応募を頂

きました。

応募された留学生の出身国は、中国、韓国、ベ ト

ナム、インドネシア、台湾の5カ 国であり、所謂、

甲乙つけがたい内容に苦慮いたしました。



平成23年は3月 11日 の東日本大震災、その後の台

風の被害等自然の猛威、脅威による大災害が多くの

人々の心に深く刻まれ、その後の考え方や行動を変

えたと言われます。

論文の一つ一つも被害者への深い思いや りと、 日

本人の根底にある助け合いの心、秩序を重んじる行

動を評価したものでした。それぞれの国々の経験と

比較しての率直な言葉は評価するために集まった論

文審査委員の皆さんも感激し、留学生の皆さんの被

災者への、さらに日本へのエールを深く心に亥1み ま

した。

さて、応募された論文は自筆で原稿用紙に書いて

ありますが、表現が豊かであり、さらに字がきれい

で上手であることに、初めて携わる私は感心致しま

した。震災発生時はまだ自国に居て、インターネッ

ト等で情報を収集し、日本への留学を決めたという
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去る10月 13日 、 日本ゾンタ誕生の記念すべき年

に1300年の歴史と文化を誇る古都奈良にて国際ゾ

ンタ26地区第 11回地区大会が次期国際会長リン・

マッケンジー様をお迎えして開催されました。

錦秋の爽やかな風に誘われて、福井か らは前川

会長、豊嶋26地区国連委員長、山崎 Zク ラブ 。ゴー

ルデンZク ラブ委員長、そ して稲村姉、針原姉に

加えて米村の6名 が出席しました。

「歩んできた道、これからの道」

―ゾンタ ドリームの実現に向けて一

学生さんもあり、ご家族の心配の大きさも推察され

ました。

毎年本事業にご指導、ご支援頂きます福井大学今

尾教授には本年もお世話になりました。御礼を申し

上げます。

最後になりましたが、ご応募いただきました留学

生の皆様は将来国際人として各方面で活躍されるこ

とと存じますが、ますますのご発展を心から祈念い

たします。

米 村 美智子

のテーマのもと、300余 名が一堂に会し、又この

たびは東北大震災で被災された5ク ラブ全クラブの

代表の方々も参加され、 「7ヶ 月たつてもなかなか

復興計画が進まない現在、何年かかるかわからな

いが、前以上になるよう頑張つていますc」 との

お礼の言葉にとても力強く思い、友情も深まり、

諸問題を話 し合い、知識を深め、友との出会いや

交流の輪が広められ、とてもよい機会になりました。

50周年を記念して、多彩なプログラムが用意され、

厳粛の中にも心のこもった華やかなムー ドで開会

式が始まりました。基調講演は、曽野綾子先生の “日

本の任務"と 題されたもので、 「晩年の美学を求

めて」 「哀歌」 「老いの才覚」等素晴 らしい著書

の紹介もあり、豊富な体験談に感動致 しました。

それから、3回のビジネスセッションがあり、ワー

クショップは “日本ゾンタ50年 を語る"と いうテー

マで3名 が登壇、 「歩んできた道、これからの道」

国際ゾンタ26地区第11回地区大会で学ぶ

国際ソンタ26地区
第11回 地区大会
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と題とし、東京 Iゾンタクラブ大賀恵美子様。 「大

阪 Iゾ ンタクラブの歩み」として大阪 Iゾ ンタク

ラブ佐々木静子様。「京都 Iゾンタクラブの歩み」

としては京都 Iゾ ンタクラブ浅井幸様が熱弁を振

われ、素晴らしいゾンタの世界を知りました。3人

の自信を持つた輝きにいろいろ学ばさせて頂いた

ひとときでした。

その後、特別講演があり、内閣府政策統括官村

木厚子様の「共生社会を考える」一子どもと男女

共同参画の視点から一と題したお話を聞き、今後

ますます少子高齢化社会になり、又働く女性は多

くなる現状で、これからの社会は男も女もお互い

に思いや りの心と助け合いの心を推進 して行かな

ければと思いました。

3日 間会場からどこも外へは出かけられませんで

したが、奈良の皆様の温かい心のこもったおもて

なしに感謝申し上げます。

この大会は活気に溢れ、実 りある有意義な3日 間

でした。参加させて頂き多くのものを学び、荷物

にならない素晴 らしい土産を心の中に頂き、帰路

に着きました。

次回はゆつくり自然の美しい古都奈良の観光を

満喫したいと思います。ありがとうございました。
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半世紀の重みを実感 した記念ざ
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7月 3日 東京 Iゾンタクラブ創立50周 年記念式典

並びに祝賀会が、支援団体や姉妹クラブ (台北 I、

ソウル I)並びに奨学生も加え、約180名 の参加

者で盛大に行われました。

1961年 7月 に国際ゾンタ492番目のクラブとして、

そしてわが国ゾンタクラブ第 1号 として、50年 の

長きにわたり国際ゾンタの理念に沿つた女性の地

位向上や、女性の指導者の育成に努めてこられた

半世紀の歩みが大賀会員のお話でよく理解できま

したが、国際ゾンタ会長Mrs,Ellen Harrisを 迎え

ての日活ホテルでの認証式典の写真や、50年間の

記録がきちんと整理されていることや創立会員6名

がご健在であること等、さすが第一号のゾンタク

ラブだと感心いたしました。

また50周 年記念助成金として、今回の東日本大

震災被災者女子学生への奨学金助成や、あしなが

育英会への寄附金等、中学生50万、高校生80万、

短大、大学生に100万 されたとの報告をきき、こ

の子達がやがてゾンシャンとして活躍してくれる

のではないかと期待いたしました。

豊 嶋 美代子

記念講演はアメリアイアハー ト奨学金の1994年

の受賞者であり、宇宙飛行士の山崎直子さんでした。

ガガーリン以来歴代517番 目、女性では54番 目

の彼女は現在妊娠7ヶ 月ということでしたが、1時

間半の講演中も立ったままでのしっか りしたお話

しぶりにさすがだと感心いたしました。

タイ トルの 「瑠璃色の地球も花も宇宙の子」は

今回のフライ トで詠まれた俳句でしたが、小学生

の頃から宇宙に対する想いが強かった彼女は1999

年2度 目の挑戦で宇宙飛行士候補になってからの努

力ぶりや、秒速8キ ロのコックピットの中での様子



を、ある人は壁に横に等おもいおもいの姿勢でい

ることや、手で風を押 しながら歩 く事、足で物を

挟んで取る様子や トイレか ら出る水もリサイクル

して飲んでいた事、太陽の光は空気を通さないの

でまっ白な澄んだ光で見える等々、私達が報道を

通 して知 らなかったお話がポンポン出て、あつと

いう間の1時間半でしたが、その後も各テーブルを

まわって私達 との記念写真に応ずる等華奢な身体

つきからは想像もできないタフぶ りでした。やが

て2人 のお子さんのお母さんとしてきつとすば らし

い子育てをなさるのだろうと、その期待もこめて

手が痛 くなる程拍手したものでした。

祝宴の最中ず うつと武蔵野音大やフェリス女学

院音楽科教授でもある佐藤美代子さんのヴァイオ

リン演奏がありましたが、世界各地でソリス トと

して演奏活動をしてお られる彼女のすば らしい演

奏がともすると会場の騒音にかき消されていたの

がとても残念でした。

50周 年記念切手は今迄にないアイデアで、 これ

から30周 年を迎えるわがクラブとしても、各クラ

ブの周年記念行事の内容にそれぞれ特徴があり、

参考にさせて頂きたいと強く思いました。

ノ髭予算…その果てしなき道
のり

あらゆる芸術、研修等々

には果て しな い道程が あ

る ものです。 バ レエ もし

か り…。バ レエス クール

の生徒達 を一 人前、 いや

一流 に成せ るには どう指

導 し、 どれだけの年数が

必要な ものか ?

ここ数年 に亘 り、私共

「コッペリア」よリパ・ド・ドウ のスクールでも、 日々の

研鑽努力により、生徒達の活躍が顕著に表れてき

ました。

何人かの海外留学生を、ロシア、 ドイツ等ヨー

坪 田 律 子

ロッパ各地、アメリカ等に送 り出し、又スクール

を卒業した生徒達もそれぞれ難関のバレエ団に入

団出来た り…と。更に日本国内の数々のコンクー

ルで1位 2位 をはじめ上位入賞多数等々。本当に生

徒の努力を素晴らしいと感じております。

いつの世でも私達大人は (指 導者、先輩と言う

べきでしょうか)地道に根気良く子供達を育てて

いかなければならないc常 に柔軟に、 とは言え、

絶対譲れない基本的なもの !時 に時代の流れの早

さにとまどい乍ら、六十路のバレエ教師は、流れ

にたゆとう乍らも、基本的なものが決 して動じな

い様に、今も頑張つているのです。

五十嵐 幸 子

た会で福井県の方が橋渡しして下さつたもので

ある。私達は奉仕活動として食事のお世話をし、

クラブよりの心ばか りの寄附金を差し上げるの

が目的であつた。

福島からの方々は、小学生をふくむ家族連れ

福島の家族と子供達のふれあい交流

夏の暑い 日ざ しの照 りつける、 7月 30日 。私

達は福島県か ら原子力発電所の被害をさけて避

難 して来 られた方々を慰問する為に殿下地区ヘ

行った。

それは殿下地区被災者受入委員会が主催 され



の30名 程で思つていたより元気で明るく嬉しそ

うで私達もホッと安堵の気持ちを抱いた。終わ

りの頃、竹内姉が 「日本一安全で安心な福井に

ようこそ…。空気も水もお米もおいしい福井で

どうぞゆっくりして下さいね」と挨拶した。

2時 間ばか り皆様 と楽しく過ごし、福島が早

く安心して住める土地になるよう願いながら帰

途についた。

名古屋城が澄みわたつた青空に高々と映えて

いる10月 12日 に、名古屋ゾンタクラブ倉1立 40

周年記念式典及び祝賀会が開催された。式典は

会場となった 「ウエスティンナゴヤキャッスル

ホテル」天守の間に於いて、厳粛にとり行われた。

名古屋の知事、市長、地元代表の方、そして国

際次期会長のリン・マッケンジー様、国際ゾン

タ理事の原菊子様、国際ゾンタ財団のエミーラ

イ様は台湾から。そして26地 区ガバナーの上田

トクエ様、その他多数のゾンシャンが出席された。

16:30分 にいよいよ開会式が始まり、小栗会

長のご挨拶では、倉1立時の時代性と、 これまで

の土台を倉1つ て下さつた初代会長、役員、会員

皆様の偉大な功績を称えられ、感謝の意を表さ

れた。 1971年 日本で8番 目のクラブとして国際

ゾンタに加盟 (SOMク ラブ東京 I)し 、素晴

らしい業績を上げられた。40年間の奉仕事業の

まり子

数々、永年継続事業として、中部盲導犬協会ヘ

の支援、また、国際財団、名古屋市、中日新聞社、

及び各テレビ局、かけこみセンターDV支援等、

その上スポンサークラブとしては岐阜ゾンタク

ラブ、松本ゾンタクラブ、名古屋SORAク ラ

ブなどを設立されてきた。

つづいて40周 年を記念 して、 9ケ 所に寄附贈

呈を行ない、その後ゾンタ役員が挨拶され、そ

の業績に対し敬意を表わされた。

祝宴がはじまり、26地 区エリア2、 AD豊 田

様の乾杯で会場は和やかな宴となった。名古屋

ゾンタクラブ会員は新しいゾンタのタスキを掛け、

多数のOBも参加し、一層の盛りあがりとなった。

終始 リン・マッケンジー様もゾンシャン達に囲

まれ、友好を深められ、久し振 りに会った会員

同志も情報交換で再会を喜び合っていた。

今年は東 日本大震災があり、あまり派手な事

は慎み、心のこもった素晴らしい記念行事とし、

最後は楽しい民謡と端唄で、和やかに締めくく

られた。私は今回次期国際会長のリン・マッケ

ンジー様と触れ合いができ、とでも親しみのも

てる方と楽しくお話ができてうれしかった。そ

してこれから益々名古屋ゾンタクラブの発展を

祈ると共に、私達に御指導頂きたいと思っている。

40周 年本当におめでとうございました。

名古屋ゾンタクラブ40周年に参加して
:山

酢ざ
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いつの間にか、今

年の 1月 に86回 目の

誕生 日を迎えること

になって しまいまし

た。本当に月 日のた

昨年の誕生日に   っのは早 いもので、

自分ではどうしても86才 という実感がわかないの

です。                  ・

「お年寄 り」 「御高令」 「転ばないように」 「自

転車は危ないですよ」 と周囲の人々か ら言われま

すと、 「そうかなあ。そうだよ」 と忘れていた年

令に気付くのです。でもその時心の中か ら「まだ

若い者には負けないぞ」 と小さな叫び声が聞こえ

てきます。

そして、時々、記憶力は ?(少 し劣ったかな)

思考力は ?(ま だ大丈夫)絵については ?(まだ

大丈夫)歩くのは ?(長距離は駄目だな)走るのは ?

(走 ると心臓が止まるかも)家事は ?(大丈夫)

食事は ?(毎食おいしい)お酒は ?(毎晩おいしい)

などと、徹夜明けの眼をこす り乍 ら自己チェック

をしております。神仏に感謝しながら_____。

これか ら後、す こし変だなあと思つた ら、どな

たでも良いか ら本人に注意 して下さいね。お願い

しますよ。

もうすぐゾンタからお誕生日の花束がもらえます。

嬉しいなあ。

福井ゾンタクラブに入会して

「東 日本大震災はボランテ

ィアに携わる多くの人々に何

かを考え行動するきっかけを

与えた。」 というような記事

が新聞に出ていたけれど、私

は何もできずに悲しい映像をただ見ているだけ。

何かできることはないのかと思いながらも。そ

んな時、中学の同級生である米納津さんからゾ

ンタクラブに入らないかと誘いを受けました。

9月 例会で正式に入会させていただきました。

東日本大震災が私に行動するきっかけを与えて

くれたと思つています。

しかし、何の知識もなくゾンタクラブに入会

新年おめでとうございます。

広報 「すいせん」第 42号をお届け致 します。

年頭にあた り、本年はどうぞ佳い年であ りますようにお祈 り致 します と共に、

投稿下さいました方々に厚 く御礼申し上げます。      広報委員一同

志々場 博 子

して私ごときが会員としてやっていけるのかなと、

不安に思つていましたが、佐川先生から「一人

では何もできないけれど仲間がいれば力を合わ

せていろいろなことができるよ。」 と励まして

いただいたり、先輩会員の皆様方からあたたか

く迎えていただいたことで前向きな気持ちにな

れました。心より感謝申し上げるとともに、会

員に恥 じないよう勉強し、ゾンタクラブを通し

て自分を磨いていこうと思います。

そして、ゾンタクラブの活動の一つ一つが、

必ず誰かの幸せにつながることを信じて歩ませ

ていただこうと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。


