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彗

熙 |:会 長 を終 えて

、 2010年 に福井ゾンタクラブの会長を仰せつかり

ました。入会して6年 目の私には、とても大変な重

ノ責でした。迷っている間にも、永久メールが整えら

れ、パソコンの使用頻度が急増しました。特にクラ

ブ内や、地区役員、エリアディレクターとの連絡等

のほとんどは、メール通信となりました。

会長としての初仕事は、6月 にテキサス州サンア

ントニオ、マリオットリバーセンターでの国際大会

にデリゲー トとしての参加でした。26地 区ミーテ

ィングから始まり、国際会費が15ド ル値上げされ

たこと、国際役員、理事の選挙では、 日本で初めて

原菊子姉が選出され、規約の改正等についての討議、

採決等が行われました。

国際会議から帰つてからは、クラブ内の年間行事、

例会、卓話、納涼会、講演会、チャリティーパーテイ、

ローズディー等の活動が続いてその度に実行委員会

を設けて、会員のアイデアや、協力を得ながら進め

前 川 百合子

て来ました。クラブ外の行事では、地区大会、エリ

アミーティング、他クラブの周年事業、チャリティ

ーパーティー、講演会等にも参加をして、交流を計

りました。

ゾンタという組織の活動を少しでも理解し、又多

方面で女性支援を実践していることに大きな関心を

もち、奉仕活動を実施する事の大切さを感じました。

又、他クラブのゾンシャンと交流の大切さを学びま

した。

23名 の会員は、全員が私にとっては、とても大

きく大切な存在で大きな宝でした。私の非力な部分

をア ドバイス頂き、助けられながら会長を務めるこ

とができました。任期終了の今、会員の皆様の暖か

いご支援ご厚情に心より感謝致します。新会長、会

員の皆様への恩返しとして、今後精いっぱいの協力

をしたいと思います。二年間ありがとうございまし

た。

チャリティーパーテイ つれづれ

毎年行われるチャリティーパーテイも今年で26

回を迎えた。クラブで行われる事業の中でも一番、

大きな行事で新年度の6月 より計画を練り上げて行く。

先ず、実行委員を決め、実行委員長を選出する。

これが又、大変難しい。今年はエリア3、 エリアミ

五十嵐 幸 子

―ティングのホス トクラブになっている事と重なり、

二つの実行委員会を兼務するメンバーもあって選出

はかなり難航した。

会場は6月 に仮予約で12月 上旬を2、 3日 とる。あ

とで主な来賓の出欠予定をみて決定する。実行委員
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会は例会の前に行い、決定したことを例会でもう一

度見直すことが開会の直前まで繰り返される。

一番難しいのはメインになる出しものである。今

年は “男性合唱アンサンブルGG"にお願いする事

になった。オープニングは篠笛と小鼓。それは半年

位前にあるコンサー トでの歌声がとても心にひびい

て印象的だったからである。

二番目に大事なのは料理の献立である。毎年、試

食をして色々、試行錯誤を重ねて決める。その他、、

広告依頼やゲス トの方々の招待やチケットの配布な

どに心配 りをする。

いよいよ12月 5日 パーティーの当日である。毎年

楽しみに来て下さる方々のお顔を拝見し、感謝の気

持でいっぱいになる。

ホテルフジタ天山の間はいつぱいのお客様で会場

は華やかさに包まれていた。聞けば今年は、400名

近く、例年以上のお客様にお越し戴くことが出来た。

留学生の論文の表彰が終り寄附贈呈が始まった。

ゾンタの植樹事業は14回 と回を重ね、福井市総合

運動公園に “ゾンタの森"を夢みている私達である。

配偶者暴力被害者自立支援事業は継続事業として4

年目となり、留学生の論文募集による奨学援助も継

続20年 目となった。その他、県内の施設の2ヶ 所に

寄附金を贈呈した。こういう寄附をする事がゾンタ

クラブの精神であると強く感じている。

そしてディナータイムとなり、いよいよ “男声合

唱アンサンブルGG"の コーラスが始まった。いぶ

し銀のような美しい歌声が観客を魅了した。「琵琶

湖周航の詢 「見上げてごらん夜の星を」 嘘は咲く」

「聖しこの夜」など懐かしい大好きな歌ばかりで会

場も一つとなった。

恒例のお酒の銘柄を当てるクイズの外に、今年は

はじめてのお楽しみゲーム 「南瓜の重さ当て」が行

われた。このゲームは大人一人では持ち切れない様

な巨大な南瓜が二つ置いてあり、一つは重さが解っ

ているがもう一つの重さが解 らない。その南瓜の重

さを推測して二つ合せた重さをグラム単位まで当て

るゲームである。ピタリ賞がホテルのペアディナー

券という事もあり会場からは沢山の応募があった。

初めてのゲームであったが実行委員長の企画のおか

げで会場はかなり盛 り上がりを見せてくれた。

また恒例のおたのしみプレゼントは今年も各テー

ブル上の大きなポインセチアのプレゼントが各テー

ブル2名ずつにあたり、また喜びの声があがる。

和やかな雰囲気の中、最後に実行委員長の挨拶が

あり幕を閉じた。会場の興奮がまださめやなぬうち

に、私達会員の見送 りによって、お客様達が会場を

あとにされる。

今回もまた、多くのお客様をむかえ、にぎやかで

楽しいチャリティーパーティがとどこおりなく終え

たことを、私達全員が喜びあうと共に、反省点も出

しあって、また来年にそなえることになる。皆様ご

苦労様でした。

饒 留学生論文募集について

毎年ゾンタクラブのパーティが近づいてくると「論

文が集まっているか」 「審査はいつ」 という声を

あた り前のように聞いていたけれど、20回 目を迎

える今回は、初めてこの事業の実行委員長なるも

後 藤 俊 子

のを体験することになりました。

募集に当っては前回担当の針原姉が今年度の募

集まで して下さいました。私 としては集った文を

受け取るところから引き継ぐということでしたが、



この係 りは全 く未経験で、初めてという事は大 し

た事をしなくても、何かと不安なもので、結構前

任者の手をわず らわせてしまいました。

集まるかどうか心配 した原稿も、福井大学、福

井県立大学、大原キャリアビジネス外語専門学校

などか ら多数集まりました。受け取つた原稿を審

査員7名 の数だけ全部コピーをして、更に一冊づつ

に製本 して、前もって熟読、採点 しておいて頂 く

ようお願いをしました。応募された学生全員条件

が違い、今年三月に初めて福井に来て 日本語の専

門学校へ入つたばかりの学生から、大学へ留学し、

更に大学院に在籍中と、まさに玉石混交の状態で

した。出身国は中国の方が約三分の二で最も多 く

韓国、インド、イン ドネシア、マレーシア、ベ ト

ナムとアジア系の人ばかりでした。

第20回留学生論文入賞者
ゾ ン タ 賞  謝  樹 冬    (中 国)福井大学

藤  文 婦    (中 国)福井大学

今回論文を読んで感 じた事は、どの人も正しい

日本語で書いていたことでした。

最近の日本語は乱れに乱れてお り、特にテレビ

の番組には聞くに耐えないものもあり、最近の若

い人達は訳の解からない新造語をどんどん造り出し、

英語の省略語が当り前のように使われ、 この先 日

本語はどうなっていくのだろうという不安な思い

でいたもので、お国の違う人達が正 しい日本語を

覚えて下さる事が分つて何よりの収穫でした。い

よいよ審査会の日を迎え、審査員の先生方の公正

で真剣な討議の結果、以下の賞が決定しました。

ゾンタ賞をはじめ各賞に副賞として賞金も準備し、

このお金が留学生たちの勉学にす こしでも役立て

れば幸いだと思つております。

賞
賞
賞
賞

秀
良
良
良

優
優
優
優

ドン フン タオ
丹羽 純子
張  文桔

(ベ トナム)福井県立大学

(中 国)大原キャリアビジネス外語専門学校

(中 国)福井大学

賞
賞
賞
賞
賞

励
励
励
励
励

奨
奨
奨
奨
奨

千  涵
徐  佳

(中 国)大原キャリアビジネス外語専門学校

(中 国)福井大学

コーチャルリッディー (イ ンド)福井大学
クーペイリレーン  (マ レーシア)福井大学
表  銀根 (韓国)福井大学

鷲緊
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:ゲストと共にちょっと素敵を納涼会

稲 村 洋 子

例年になく猛暑が続いた暑い日の夕方から、

ヴィラ・グランディスという新しい会場で納涼

会とオークションをしました。又この日、私た

ち会員がお誘いしたゲスト13名が加わり、いつも

よりずっと賑やかで華やいだ納涼会となりました。

司会の後藤姉の挨拶につづいて、全員がそれ

ぞれ自己紹介をしました。そして簡単なゲーム

やおいしい料理をいただき、又ハープの演奏を

聞くという実に優雅で、しあわせな一刻を過ご
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しました。

次は今年一年間の例会出席数による皆勤賞・

精勤賞の授与があり沢山の方が賞をいただきま

した。

つづいて、いよいよォークションの始まりです。

隣りの部屋に移 り、会員やゲス トの人達が持参

した品物が並んだテーブルを見ますと、かなり

の個数が集まり、大感謝です。 「せ り」は担当

の山崎姉、米村姉の元気なかけ声で始まり、 こ

れもまた、楽しく賑やかなオークションとなり

ました。

この収益金は私達のボランティア活動に役立

つことを考え、私も楽しみなが ら沢山買物をさ

せていただきました。ありがとうございました。

1米
 村 美智子

「ジングルベルの音楽が流れ、ツリーの色が

はなやかに飾られ、クリスマスー色に染まった

金沢。12月 12日 金沢ゾンタクラブのチャリティ

ーXmasパーティーがANAク ラウンプラザホテ

ル金沢で開催されました。

福井からは、会長を始め9名が出席しました。

受付では会員の皆さんが美しくおしとやかな和

服姿や華やかな ドレスの衣装でにこやかに迎え

てくださいました。まず始めに長岡会長の心の

こもった挨拶があり、ご来賓の祝辞のあとの乾

杯はスパークリングワインでディナータイムと

なり、舞台ではジャズシンガーの歌とピアノ演

奏が繰り広げられ、情熱的でとても素晴らしく、

会場は大喝采のうちに宴はたけなわとなりました。

x*寺
挑 颯

金沢ゾンタクラブのチャリティー
クリスマスパーティーに参加して

その勢いでオークションが始まり「みなさん財布

の紐をゆるめて下さ～い」の一言で、会員の皆様

やスポンサーからの素敵な品物を次々とセル人。

舞台の上からファッションショーの様に華や

かに品物を披露する人。お酒に酔い、雰囲気に

酔いアッと言う間に落札。楽しいオークション

が終了。続いてチケット番号の抽選会があり番

号が呼ばれると「やった」 「うれしい」 と顔を

ほころばせながらお一人お一人の笑顔が幸せい

っぱいでした。

収益金は金沢大学基金へ、医科大学の女性の

健康プロジェク トと連携 して女性の健康づくり

に役に立つようにとの寄贈。又知的薄弱者 (障

害者)施設への寄附もあリスポーツ用品を購入

して協調性や元気をいただきます。 とのお礼の

言葉もありました。

なお東 日本大震災支援事業として、山田町ゾ

ンタハウスヘも寄贈があり、私たち福井ゾンタ

の山崎まり子会員が受けとられました。

金沢ゾンタの知的でエネルギー溢れるパーテ

ィーに参加させて頂き、今後益々、親クラブで

ある私達のクラブと連携を深め乍ら頑張 りたい

と思い乍ら帰宅しました。



外部卓話をお間きして

10月 の例会 日に、福井市中央北包活支援セン

ターの大久保清美様を招いて卓話をお聞きした。

それは「安心して老いる為に」と題してのお話で、

その概要は次のようであつた。

住みなれた地域で、老後を安心して暮 らすた

めに介護保険制度が施行されていて、その中の

ひとつである地域包括支援センターの役割は次

のようなものがある。ホームヘルバーの派遣・

ディサービス・ショー トスティ 。日常生活用具

の給付・給食サービス・介護手当 。おむつ代支

給等いろいろあるが、 これ等の利用についての

相談や、申請の代行などや指導をしてもらえる。

介護に関する相談や悩み以外にも、福祉や、

医療など、また、虐待を早期に発見したり、成年

後見制度の紹介や、消費者被害などの対応もする。

最近の具体例としては

〇近所の一人暮 らしの高齢者が、最近閉じこも

り気味で心配です。
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乗 竹 年 尾

○足腰が弱くなってきてお り、か らだのことが

心配です。

○最近親の物忘れが、ひどくなったようなので、

どのように接すればよいのかわかりません。

C虐待されているかも知れない高齢者を知って

いますが、 どうしたらよいのかわかりません。

0認知症になって困つている。何処に相談 した

ら良いのでしょう。

等どんなことでも、住まいの地区を担当して

いる地域包括支援センターに、気軽に相談して

ほしい。

福井市には、現在9ヵ 所の地域包括支援センタ

ーと3ヵ 所の相談所がある。福井県の各市町村に

もあるので、高齢者の総合相談所として、福祉や

医療など、なんでもご相談下さいとの説明であつた。

私達の中にも、 このような制度や内容を知 ら

ない人が沢山いて、この講話も大変勉強になっ

たと思う。

(バ レニボール選手荻野正三氏をお迎えして)

去る5月 17

日、福井市出

身のオリンピ

ックで活躍 し

た荻野氏を迎

えて講演会を開催 しました。講

に子供のころか ら、今までのエ

してくださいました。

◆小、中、高校生時代

小、中学校では、野球少年であつたこと。高

校進学にあたり、担任が福井高校でバレーボー

ルをや らないかと勧めたことが、自分のバレー

ゾンタ講演会「オリンピックと私」

演 の内容は、主

ピソー ドを披露

志々場 博 子

ボール人生の始まりであったこと。福井高校の

堀監督の指導は、大変厳しく、バスケットボー

ルリンクに向って100回 ジャンプすることを2年

間続け、最後には80cmジ ャンプすることができ

るようになったこと。また、中垣内選手か らも

衝撃を受け、 自分もがんばろうと思つたこと。

厳 しい指導があったおかげで今があると語 られ

ました。

◆企業からの誘い

サントリーの大古監督から声をかけられたが、

自分はいつも野球中継 しか観てお らず、後 日、

他人から大古監督の偉大さを知ったこと。企業

グ,R「勢はI」
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と高校との違いも分かり、 「これはヤバイ2～ 3

日逃げよう」 と思ったこと。ジュニア選手に選

ばれて、海外試合にも少しずつ慣れたものの、色々

とみじめで、悔 しい思いをしたこと。どうすれ

ばよいのか悩み、人の休んでいる間に練習し常

にがんばったと語 られました。

◆全日本へのきつかけ

大古監督が全 日本監督 とな り、自分は練習生

として参加させてもらえた。当時は河合選手や

上田選手など一流選手がいつぱいいて緊張で足

が振るえたこと。19才でワール ドカップに出場、

最後には12名 のメンバーに入 り、全試合フル出

場し、先輩から認められるようになった。実力

世界であると語 られました。

◆オリンピック

22才で、バルセロナオリンピックに出場したが、

あまり実感がわかないまま終ったこと。続くア

トランタオリンピックでは、予選敗退 し、この

ことが人生最大の汚点であったこと。28才で膝

の手術、そして仲間もどんどんやめていく。あ

きらめかけていた時、上田監督 (現全日本監督)

から全 日本の主将をまかされた。35才だった。

正直ありえないと思ったがありがたく思いみん

なのためにがんばろうと思った。各国の トップ

プレーヤーの集まり、北島選手、室伏選手、愛

ちゃんもいる北京に行ったからこそ、オリンピ

ックの本当のすごさが分つたと語られました。

◆最後に

バレーボールで得たことは、思いや りの心と

感謝の気持ちを持つこと。また、努力は、必ず

報われること。常にがんばれば必ず花が咲くと

熱く語つてくださり終了しました。

お忙しい中、長時間に渡 り気さくに楽しく講

演をしていただき、約 130名 の聴講者や、私た

ちも、なごやかな気分でお話を聞くことができ

ました。本当にありがとうございました。

これか らの益々のご活躍、ご発展を心よりお

祈り申し上げます。(ビールはやっぱリサントリー !)
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誕生 日に寄せて

2012年 12月 12日 の正

午 12時 今年の私の誕生

日は、 とて もとて も賑や

かで した。電話 コールで

「おめでとう」「おめで と

う」が重なり合い、 これは 12・ 12を意識されての

粋なご厚意だったようです。そして朝から胡蝶ラン・

シクラメンの花鉢・真紅の薔薇の花束・白/ピ ンク

の薔薇と霞草のアレンジ・カサブランカの花束と、

あけましておめでとうございます。新しい年を迎えて今年こそ災害や事故のな

いおだやかで明るい年でありますよう。又、ゾンタクラブの皆様の益々の御健

康と御発展をお祈り申し上げます。会報すいせんNo.44号 をお届け致します。ご

竹 内 和 代

次から次と送られて来ました。これらの花に囲まれ

て、お花の大好きな私にとって最高の誕生日となり

ました。

古希を過ぎて未だに現役で仕事を持ち、若いスタ

ッフ達と何時も行動を共にし、又、福井ゾンタクラ

ブの皆さまと同じ目標を持つて人生を共に歩んで行

ける幸せをしみじみと感じて居 ります。

ゾンタクラブの益々の充実と発展を目指して、さ

あ― I!ま た新しい出発です。

投稿下さいました方々、有難うございました。 編集員一同


