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福井ゾンタクラブ会報 2013年 7月    No.45

国際ゾンタ26地区エリア3

第5回エリアミーティングを終えて

緑さわやかな 4月 20日 、エ リア 3第 5回エ

リアミーティングが福井県あわ ら温泉のグラン

ディア芳泉にて開催されました。

エリア 3の 11ク ラブより多くの会員、ご来賓、

他のエリアからの出席者など 157名 の盛会 とな

りました。

他エ リアに先駆けて 4月 開催だというフレッ

シュさに緊張感もプラスされ、当日朝、私は実

行委員長 として大役の重責を感じ引きしまる思

いでした。

この日まで、福井クラブはホス トクラブとし

て岡澤 ADの指示のもと実行委員会を数多く開き、

細かく役割分担を決め全員一丸 とな り準備をす

すめてまいりました。

今回は、温泉地での開催だということで、前

日泊 。当日泊の申込みも多数いただき、部屋割

りなど担当者も慣れないことに懸命に取 りくん

でいました。

会場の下見や打合せなど福井市よ りなんども

足を運び前 日には全員で早朝より会場設定準備

をし、当日朝も最終確認などし、出席されたゾ

ンシャンの皆様に充実 した一 日にな りますよう
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にと願い万全を期 して開催をむかえさせていた

だきました。

また、岡澤ADの 簡素化 をはか りたいとの意

向か ら諸経費削 り、当初の設定登録費より返金

が発生したため、出席全員に当日朝に返金する

という対応にも追われ、当日はあわただしい幕

開けとなりました。

開会式、ビジネスセ ッションに続きワークシ

ョップ Iでは、 「ゾンタとは何かJと 題 してパ

ネラーが質問形式で簡潔に基本的な国際ゾンタ

を説明され、ゾンタ初心者にも理解でき学べて

有意義でありました。

昼食をはさみ、午後はワークショップ Ⅱ、基

調講演 と続きました。

アウン・サン・スー・チー氏と長年親交の深

い講師の大津典子氏か ら、スー・チー氏の生き

様や人柄など貴重なお話をうかがうことができ、

生き生きとした豊かな社会を築 くためには女性

の力を活かして様々な奉仕活動を展開すること

の必要性を学びました。

議長として岡澤ADはテンポのよい口調で次々

と進行され、会湯から時折ほほえましい笑いも

聞こえ、午前 。午後 とすべてスムーズに進み終

始なごやかな雰囲気の中ですべて予定通 り終了

となりました。

問題 となる審議事項、決議事項がなく、おだ

やかなエ リアミーティングとな り出席されたゾ

ンシャンも交流や連携を深めることができ、無

事に終えられたことに実行委員長 としてほつと
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胸 をなで下ろした次第です。

最後 に、 ご教示 くだ さいま したAD岡澤様、

並びにホス トクラブ として準備 に力尽 くして く

ださった福井ゾンタクラブの会員おひとりおひ

とりに感謝し、つたない実行委員長の私を支え

てくださったこと心よりお礼申し上げます。あ

りがとうございました。

エリアミーティングあれこれ

入念に準備を重ねた、エリアミーティングの朝、

私達はお迎えに駅へ向かった。」Rか ら降 りて

こられた方々に、ホテルか らの送迎バスの到着

をお待ちいただくこともあったが、皆様、話も弾

み笑顔でお待ちくださった。

ADか らは、心のこもったご挨拶をいただき、

その中で「皆さんが楽 しく、このエリアミーティ

ングを過ごしてほしい」と言われた言葉に私 も

深く共感 した。メモリアルサービスも丁寧にされ、

故福屋清子さん、故坪田従子さん、故矢部ヨシヱ

さんを偲ぶ ことができ、とても優 しいセ レモニ

ーサービスでした。

ワークショップ Iでは、Q&A形 式で「ゾンタ

とは一体何かJ「私は何故ゾンタを続けるのか J

解説の方々のわか りやすく、おもしろいご説明に、

あらためてゾンタクラブの意義を理解 した気が

した。しか し私 にとっては慣れない記録の仕事

をこなしなが らの参加だったので、一番大変な

時間であった。ワークショップⅡでも、ア ドボカ

シーについて、細か く例をあげて説明されたが

私にはなかなか理解できないテーマだったが、「ア

ドボカシーは、チャ、チャ、チャのチャ、チャンス、

チェンジ、チャレンジャー、チャーミング」とお

聞きし、なるほど 1と 納得した。

「新 旧クラブに聞く」は、一番新 しい金沢ゾン

タクラブの発表だった。いかに楽しい例会を持ち、

会員増強につとめているか意気ごみが伝わつた。

五十嵐 幸 子

新 しく入 られた和装の男性会員の方 も目をひいた。

また、来年 50周 年を迎え られる大阪クラブは、古

いクラブの貫録 を見せ る発表 で、最後 にフラダ

ンスで会場を和 ませて下 さった。

基調講演は、大津典子 さんの「アウン・サ ン・ス

ー・チー を語 る」だった。素敵なスー・チー さんを

よ くご存知の方な らではの心暖まるエピソー ド

の数々に、大津 さん とスー・チーさんの深 いきず

な を強 く感 じた素晴 らしい講演 だ つた。私 はそ

の講演 の中で、スー・チー さんが 2才 で死別 した

父 を語 るときに恋人を想 うよ うな眼差 しになる

というお話に感動 した。

このよ うな大きなエ リアミーテ ィングでホス

トクラブ として任せていただいた事で会員全員

の力を結集す る ことが出来た ということである。

参加された皆様に良い印象を残す ことが出来れば、

福井ゾ ンタクラブ として この上ない幸せである。
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～音簑鰊朧束を炒邁たに～

青葉が、いっせいに芽吹き、春風薫る3月 11日   全員

みだしのコンサー トをホテルフジタ福井「天山   中

の間」に於いて、バイオリニス ト清水里佳子さん  も見 |

(福 井市出身)と 、ビアニス ト天野雅子さん (大 阪  胸が

府出身)が、出演 して開催されました。        終

二人は、エルガー「愛の挨拶」や、ブラームス「ス  日本

ケルツォ」(FAEソ ナタよ り)」 や、クライスラ  られ

―「美 しきロスマ リンJ愛 の悲 しみや、愛の喜び  ズデ

等愛する人や、友人を思って作 られた曲を選ん  した

だ ということで、優雅で神秘的な魅力、また、印  一 日

象派の絵画に魅せ られるような美 しい街、奥深

いパ リを想わせる調べの流れに、450人 の来場

者は、うっとりと聴きなが ら、一曲ごとに大きな

拍手を送っていました。

また、当日は、東 日本大震災か ら二年 目の日で

あったので、復興を願って、バ ッハの「G線上の

アリア」を演奏していただきました。

また、コンサー トの最終には、被災地の状況を

想いながら、全員で静かに、黙祷を捧げました。

続いて、復興支援ソング「花は咲 く」を来場者

ジ颯
梅雨時とは思えぬほどの晴天に恵まれた、6月

27日 (木)福井県教育センターにおいて大手グリ

ーン歯科院長 三浦保紀先生を講師にお招きし、

第23回 ゾンタ講演会が開催されました。

三浦先生は、格好良くイケメンであるうえに

優 しい口調で丁寧に、歯周病か ら自分の歯を守

ることの大切さについて教えてくださいました

ので会場中の方々が熱心に耳を傾けられてお り、

メモ取っていらっしゃる方も大変多 くいらっし

ゃいました。

第23回ゾンタ講演会
「歯周病予防 ～あなたの歯は大丈夫ですか ?

～美しい歯をめざしましょう !」 を聴講して 米納津 時 子

まず、「歯周病 とは歯肉・セメント質。歯根膜に

より構成されている歯周組織に発生する疾患の

総称である。J講演は このように、なんとなく難

しい言葉か ら始 まり、先生の話を聞きもらすま

いと少 し緊張 していました。お話を聞き進めて

いく中で大変印象深いデータが有 りましたので、

ご紹介いたします。歯を失って しまう原因の第

1位が歯周病で、約4割 に当たるそうです。また、

成人の約 8割が歯周病に罹患 しているとのこと

なので、このままでは、私を含む多 くの人が将来
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これが原因で歯を失 う可能性があると、背筋の

寒 くなるおもいでした。

また、歯周病の原因は、不十分な歯磨き。歯ぎ

しり。噛み合わせが悪いといった歯の周辺に起

因するものだけでなく、喫煙・ス トレス・不規則

な生活習慣も大いに関係しているとのことでした。

現代の生活では歯を守ることが大変難 しいこと

のようですが、少 しでも歯の健康に役立つよう

子や孫、お友達、周 りの人たちに先生のお話を教

えてあげたいと思いました。

先生のお話の中で、す ぐに実行できそ うな 10

分間の歯磨きを、さっそ くその日の夜か ら開始

しました。歯磨きは出来る時間に、出来る場所で

とのことでしたので、テ レビをみなが らティッ

シュで 口を拭きなが らチャレンジしました。歯

磨きの後、先生に教えていただいた舌での歯の

表面のチェックをしてみました。ザ ラツキ感が

なくツルツル した感触は爽快でした。さらに、今

までは時間が経つと日の中にネバツキが出てな

んとなく不快でしたが、10分間歯磨きにより、い

つまで もツルツル感が残 り、今では歯を守る使

命感よりも、楽しんで実行 しています。

最後 に、歯の健康は身体全体の健康に大きく

関係 しています。白くて美 しい歯 自分 自身の歯

を一生持ち続け、いつまでも自分 自身の歯で噛

み続けることがことを目標に、生活全体を見直し、

歯に負担の掛か らない様、いたわって行 こうと

思います。

5月 のさわやかな 日、13日 のエ リア 4エ リア

ミーティングに福井クラブか ら参加致 しました。

会場のルネッサンスナル トか らは、鳴門海峡に

かかる、鳴門大橋が一望でき、すば らしい風景を

心に止め、登録受付をしました。

10時 30分に開会の点鐘ではじまり、好永良子

エ リア4ADの 開会挨拶・三宅定子 26地 区ガバ

ナーの挨拶。泉理彦鳴門市長の来賓祝辞 。来賓・

役員紹介で開会式が終わ りました。つづいて ビ

ジネスセ ッションに入 り、各事業の第 5回議事録

の承認がなされたこと等の報告。エ リア4ADの
活動報告。新ゴールデンZク ラブ紹介 (兵庫県立

大学、近大姫路大学ゴールデンZク ラブ)が あり

ました。福井クラブには、山崎まり子直前ゴール

デンZク ラブ委員長がいますので、頑張って福

井にもゴールデンZク ラブの設立を一、と心に

前 川 百合子

強く感じました。

つづいて、ヮークショップ Iは、三隅佳子国際

ゾンタア ドボカシー委員長から「私たちゾンシ

ャンに期待されること」と題していつもの熱弁で、

わかりやすく話していただきました。

12時 15分からの昼食、懇親会では、久し振 り

に再会した他クラブのゾンシャンとの会話がは

ずみました。又、ア トラクションには、ホス トク

ラブであります鳴門ゾンタクラブの遠藤綾子会

員親子の筆演奏の音色で心和やかになりました。

そして、次回エリアミーティング開催クラブ挨拶。

(安芸コスモスゾンタクラブ)10月 の地区大会開

催クラブの挨拶 (岡 山ゾンタクラブ)な どがあり

ました。

2時 よリワークショップⅡが始まり、東日本震

災支援委員会副委員長 岡部文子氏の「震災支

颯黎琲た二塁了多雪型課ィングに参加して
■
■
主
■
ｉ
■



援活動から学んだことJ、 福島ゾンタクラブ会長

斉藤くみ子氏の「福島の現状についてJを 切実に

語つていました。私は個人的にでも微力ながら、

協力したいと思いました。つづいて「資金集めの

とり組みと奉仕活動Jコ ーディネーターに、早川

久仁子26地 区奉仕委員長、パネリス トには、豊田

由越子 (26地 区副ガバナー)大塩順子 (奈 良ゾン

タクラブ会長)、 井上千恵子 (高 松ゾンタ会長)橋

本美智子 (フ ェニックス神戸ゾンタクラブ会長)

の5名 で活気あふれる報告、これからの方向性を

語っていただき、大変有意義なプログラムでした。

コーヒーブレイクにつづき、基調講演では、嶼い

(5)

ろどりの滑川里香氏の「人生いろどりJ～ 葉っぱ

がお金に換わる町、上勝町もうヒトハナ、咲かそ

―という演題で高齢者 (80才以上)の 働く一生懸

命さを、力強く話 してくださいました。聞手の私

は大変な元気も頂き、三宅ガバナーの講評、兼松

実行委員長の閉会挨拶で開会 とな りました。一

人での参加で不安で したが、多 くのゾンシャン

との触れ合いが出来、大きな輪に出合い、いろい

ろ勉強させていただきました。又、エリア4AD、

ホス トクラブ鳴門ゾンタクラブ会長、会員の大

きな心配 り、気配 りに感謝 しなが ら帰路につき

ました。ありがとうございました。

今年の研修会は国会議事堂見学でした

去る5月 29日 の晴れた朝、9名 のゾンシャンは東

京に降り立ち、10分 ほど待つと稲田大臣の秘書の

方の迎えがあり、私達はタクシーで皇居のすば ら

しい松の木や公園を見ながら国会議事堂へ向いま

した。私は昭和29年 に中学三年生の時、父が戦死し

ていたので遺児として靖国神社・皇居。国会議事堂

と参拝する事ができました。東京へ行 くと言うこ

との感激で胸がいっぱいでした。その後、平成に入

ってからも行く機会があり、靖国神社・国会議事堂

など外からの見学でしたが以前も真っ赤な絨毯が

ひいてあり、それが目に焼き付いて離れなかった

ものでした。

案内の秘書の方の注意を受け、整列して中へ入

ると周辺に多くの警備員が囲まれており、カー ド

稲 村 洋 子

を首にかけて進みました。そしてよく

テレビで目にする議員食堂でカレー

を味わいました。味のほうは、まずま

ずでした。

案内の中で、気になったのは中央広

間でした。中央の四隅には、日本の国

政に貢献した、板垣退助、大隈重信、伊

藤博文の銅像と空の台座が置かれてありました。

その理由は、誰の銅像を置 くか話がまとまらなか

ったという説、皇居にお尻を向けるのはさけると

いう説があつたという事でした。又、以前は絨毯の

色は真っ赤できれいだったのに廊下の隅はすりき

れていて、さみしい気持ちでした。

稲田大臣の部屋は明るく、ゆったりとしていて

ほっとすると同時に今後益々頑張ってほしいと思

いました。室内で皆で写真を撮 り、また外へ出てか

ら国会議事堂を背にして写真を撮 りました。中央

塔の高さは、かっては、東京を一望できたというの

ですが、今は閉鎖されており、普段は管理人以外は

入れないそうです。時間があつたので駅周辺を見

てまわり帰路につくという楽しい東京の一日でした。

,=ま
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2013年度
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プ ログ ラ ム 会 長 松田 玲子 前会長 前川百合子
驚

一
財 務 米村美智子 五十嵐幸子

志々場博子

国際都市連絡 冨J会長 針原 保代 副会長 米村美智子

ζ 奉 仕 後藤 俊子 米納津時子

稲村 洋子

つづろゆうこ

3 女性地位 向上

(LAA)
豊 U鳥 美代子 米村美智子

竹内 和代

稲田 朋美
一３

職業分類(OMC)

Zクラブ&ゴ
=ル

デン

山崎 まり子 坪田 律子

関山 真民

警 広 報 佐川 文子 乗竹 年尾

天谷 祥子

長谷川久美子
一３

| 丁 清水瑠美子 前川百合子

針原 保代

出 席 海道 菊枝 山崎まり子

1豊
 嶋 美代子

6月 15日 に満 81才 の誕生 日

を迎えクラブの皆さんか ら美 し

い花束を頂きありがとうござい

ました。

夫とは誕生日が同じで (彼は 5才年上です)昔

は国家公務員のボーナス 日が 6月 15日 でしたか

ら派手にお祝い会をしたものです。私は今のとこ

ろ健康上の問題もなく4つ の消費者団体の会長と

裁判所関連団体の会長をしているので、県・市等

の会議で忙しくしていますが、それが精神的な支

えとなって動けているのかもしれません。

夫は三年前に「持続性心房細動」と診断され検

査入院をしてから病人の様になり、週 3回 してい

たテニスもやめ、機械学会をはじめあらゆる会か

ら退会し、動かなくなりました。世の中とのつき

あいを断ったことで耳の聞こえも悪くなり補聴器

をつけていても大声で話さなくてはなりません。

読書や、パソコンで囲碁をしていますが、人と対

話しないことで言語が退化し、意志の疎通が大変

です。

しかし私達は、私が平成 4年に藍綬褒章を、 14

年に勲五等瑞宝章を、夫が平成 18年に瑞宝中綬

賞を天皇陛下から頂いたのを励みとして後の人生

を全うしたいと思っています。

かって 「地域包括ケアシステム」について学び

ましたが、次は 「高齢社会を良くする女性の会」

による日本の終末期医療のあり方、人生最後の医

療に関する調査について調べたいと思っています。

新年度を迎えて、会長は2年 目、役員・委員会の71■成も若干入れかわり、全員フ

レッシュな気持ちで事業計画、予算配分にとり組んだ。今年こそ、会員増強を図り、

ゾンタ精神に添う活動をしたいものである。皆さん頑張りましょう。 編集員一同


