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場は450人満席となりました。

高橋かほるさんの流暢な司会で、ユーモアを

交えながら曲目「チヤニルダニシュ」 「アメニ

ジンググレース」 「小犬のワルツ」 「シチ リ

アーノ」 「見上げてごらん夜の星を」他、温か

い、ときには熱い音の花束を届けて頂き、まだ

まだ肌寒いこの時期に一足先に春を感じさせて

頂きました。

最後に 「明日へ」復興支援ソング 「花は咲

く」を大合唱致しました。来場の皆様との真心

のこもった歌声は会場一杯に響き渡 りました。

つづいて、米村美智子副会長のお礼の挨拶が

流れ、終演が告げ られまたが:直 ぐに立ち上る

人も無 く、余韻を楽 しんで居 られる様な雰囲気

で、本当に素晴 らしく、会場が一体 となったコ

ンサー トとなりました。

帰 りの際には 「東 日本大震災義援箱」に義援

金を協力して帰 られる方々も沢山居 られました。

ご協力有難 うございました。心暖まる日曜 日

の午後でございました。
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新 しい気持ちで新年会を

今年の新年会は毎月の例会場 を離れて最近

オープンしたクイーンズ・コー トグランシャリ

オで実施することにな りました。そ こはとても

豪華な感 じの会場で、新 しい気持ちで出発する

新年会には大変ふさわしいと思われました。食

事のメニューも豊富で、 とてもおいしくいただ

きました。

乾杯はゲームで山崎姉が選ばれ、乾杯につづ

いてプログラム委員によるいろいろなゲームで

とても楽 しく、みんなが無邪気な気持ちで笑い、

はしゃぎ、喜び、賑やかなひとときとなりました。

前 川 百合子

続 いてプ レゼ ン ト交換 に移 り、会員の持ち

寄つた品物を童謡を歌いなが ら、手渡 し交換で、

美しくラッピングされた品物が次々と隣 りの人

に移 り、童謡の終 りと同時に品物が止まり、 こ

れもまた賑やかで楽しいひととき|で した。

皆さんの気分が盛 りあがつたところで、いよ

いよ恒例の会員オァクションです。競 りは五十

嵐姉 と稲村姉の二人の会員でおこなわれました。

今回も素敵な品物が沢山集まり、軽妙な進行で

つぎつぎと売れていき、賑やかで楽 しいひとと

きでした。短時間のうちに完売とな り、沢山の
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お金が集まったのはとてもうれ しいことです。

このようにクラブ全員が,さ をひとつにして資

金を集めたり、災害地や気の毒な人々たちをた

すけた りなど、ゾンタの目標をめざして世の中

の人々を励ました り、力になれることはとても

嬉しいことだと思います。

認 知症 のお話 を聞 いて

福井地方が梅雨に入つた6月 6日 、福井市・県

教1育セ ンターで第 24回健康講演会が開かれた。

福井大学医学部 准教授濱野忠則先生をお迎え

して “知っておきたい"「認知症予防と発症 し

た方への対処法」 と題 して行われた。約200人

の聴衆者を迎えて私達も嬉しく対応 した。   ‐

認知症の高齢者は、462万 とも予備軍400万

人とも言われ新聞、テレビなど報道されない日

はない位である。 “物忘れ外来"で、 8年学ん

だ事を話 します と前おきされて、スクリーンを

示しなが ら優しい声で丁寧に説明された。

有名な政治家や俳優などで認知症になった人

達を例にあげて話され、癌などは早期発見で早

期治療できるが、認知症はまだそ こまで行って

いない印象である。

認知症 をきたす疾患は四種類あ り、病識が

まった く無 く、何で も人のせいにす る。失語

(言葉が出ない)失行 (物 の使 い方が解 らな

い)失認 (近 所で道 に迷 う)実行能力の障害

(目 的にあった買物ができない)な どの行動が

ある。物取 られ妄想もよく聞く話で財布、通帳、

印鑑など三種の神器 とも言われている。 これ ら

は苦労人に多 く、金 に苦労 した事 のない人は

色々な物を人にあげた り、カー ドなどを人に貸

したりするそうである。

認知症にも薬が色々研究され、漢方の薬や貼

り薬などもあり、症状を安定させた り、考える

力がわいてくるものや、進行を遅 くするものも

のなどもある。

:五十嵐 幸 子

「どんな人がな りやすいか」 と言 うと、生活

習慣病の人、糖尿病患者も一般の人よりかか り

やすい。元気なうちか ら気をつければ、かな り

の割合で予防できる。食事のとり方でも予防で

きるそうで色々例をあげて説明され、カレー料

理がよいというのは一寸以外な気がした。

予防のための注意事項 として、毎 日新聞を読

み 日記をつけ、食事も緑黄野菜、青身の魚、果

物、カレーを多くとり、糖分をとりすぎないよ

うに、そ して毎 日歩 くようにして、指先を動か

すゲーム五目並べなどする事を話された。

終わ りに会場より質問を受けた。 「認知症は

遺伝するか ?」 体質は遺伝するが病気そのもの

はしない。 「睡眠導入剤を使っているが認知症

になるか ?」 あまり関係ないと言われた。 「指

先を使うと認知症にな らないと聞いているが本

当か ?」 本当です。特に親指 と人さし指を使 う

と良いと話 された。今 日のお話 を思 い出して

自分はならないように願うばか りである。
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第 15回植樹祭を終えて

このところ福井には珍 しい良いお天気が続い

てお ります。まっ青な雲一つない好天の日に植

樹祭が行われました。

福井市の西側に新 しくつ くられた福井市総合

運動公園の中心に毎年シラカシが植えられてい

くのです。

今年は15回 日という区切の年という事で、福

井市の方か らは福井市建設部の谷川1茂 部長様、

同じく建設部の北川清敏様、公園課長様はじめ

10名 の職員の方々と、ゾンタの会員、会長を含 ―

め8名 |が 揃って二張 りのテ ン トの中で整列。そ

の他にも植樹の専門の人達 と、取材をして下さ

る新聞記者の方々と、 この広々とした公園の中

にご挨拶の声等がマイクを通 して響きわた り、

一寸したお祭 りといった気分でした。

どこへ行っても樹齢何百年 という樹木が木陰

を作っていますが、今 日まで福井ゾンタで寄贈

した15年間植え続けてきた若い木々も、少しづ

つ大きさを変えて成長 している姿は大変頼もし

く、今年植えられたこの本が大きく成長 し、私

達の子や孫がこの木陰で、将来楽 しんでいる姿
‐

を想像 してみると、時の流れが肌で感 じられる

後 藤 俊 子

ようでした。          |
こうして何年も脈々と伝えられて欲 しい、あ

と数年でゾンタも誕生して 100年 を迎えるとの

ことですが、■そのず うっと先を思い描いてみる

と、胸が熱くなるようです。奉仕の仕事の中に

もいろいろありますが、 自然を相手に奉仕をす

ることは、偉大なことを私達はやつているのだ

と、スコップを握 りつつ感謝の思いで、公園の

空気までもが、さわやかで違っているこのよう

でした。

いつまでも、続けられますように……・・: ‐

第62回 ゾンタクラブ国際大会速報

1私 は今、アメ リカか ら速報 をお届けします。

ビックニュースが入 りました。2018年 の国際

大会は26地 区横浜で開催 と決定しましたら

6月 27日 朝 8時 にオーラン ド国際空港に到着。

気温34度で暑い現地での1日 がスター トします。

山 崎 まり子

会場のオーラン ドワール ドセンターマリオット

まで車で20分かか ります。 ここフロリダは観光

地だけあって、人々を魅了するウォル トディズ

ニーのテーマパークの数々。人々に未来への夢

を与えるケネディー宇宙センター。そして、山
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はなく、緑が多い湿地帯です。

会場のホテルに到着。それは空にそびえたつ

巨大な規模のホテルです。急いで会議場へ直行。

クレデンシャル登録とデリゲニ ト登録を済ませ

前川姉と合流し、やつと気分も落ちつき、地区

ミーティング・デ リゲー ト研修などを受けた。

この会場は2000人 ほど収容できる部屋がいく

つもあり、ロビーも広く、ここでオープニング

レセプションが行われ、イベント会場は1階 の

特別棟で開催されます。

国際ゾンタ67ヶ 国 。参加者1575名 の開会式

がいよいよ始まった。国際会長のリン マッケ

ンジー氏の開会挨拶 。国際役員紹介など大型ス

クリーンに写された。

フラックパレー ドでは三宅ガバナーが振袖姿

で 18番 目に入場し、大きな拍手で迎えられた。

各国のガバナー達の民族衣装が美しく、国際色

豊かなハイライ トシーンでもあった。続いての

レセプションでは各国のゾンシャン達が再会を

喜び、友好を深める一刻で、カメラが壊れるば

かりのフラッシュが飛びかつた。

2日 日、最初のビジネスセッションでは、私

はデリゲニ トとして責任ある立場での出席だつ

たので、非常に緊張して会に臨んだ。パイロー

ズ・プログラム等が承認され、続いて立候補者

32名 のスピーチが 1人 3分 の制限時間で行われ

た。それぞれの人が自信に満ち、前向きでのス

ピーチ内容はとても素晴 らしかった。そのあと

財団より現在時 (中 間)の寄贈金額の発表があ

り、630万 ドルで26地区日本が1位であうた。

3日 目はいよいよ選挙、早朝7時 に会場へ入 り、

8時 には ドアがしまった。
.2時

間のマシーンで選

挙終了。続いて今年はじめての国際アワー ドが

発表され、6ヶ 国が入賞 した。各国の奉仕事業

内容が説明され、発展途上国に於ける①女性の

出産時の医療奉仕②子供 。女性の教育 と少女の

性的問題③女性・子供へのDV等 が主なもので

あったさ

3日 目ん4日 目は、メリアルサービスの後、多

くのビジネスセ ツシ ョンがあ り、最終 日のク

ロージングバ ッケ ッ トでは2018年 の国際大会

会場の決定に喜んだ。

世界のゾンシャン達との感動の交流を図つた

5日 間の大会 もすべて終了し、皆さんに別れを

告げた。

私は素晴 らしい実のある大会に参加できたこ

とを感謝すると共に、新年度を迎えて、会長 と

してしっか り責任を果たすべ く心に誓いなが ら

帰路にむかった。
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や ったH 75歳 !!

私 も随分、年を重ねましたね。今年は雪も少

なく、桜の開花 も早かつたように感 じます。私

の家は、足羽川の近 くなので春には、わが世の

春 と桜が咲き、長いピンクの トンネルの素晴 ら

しい道が続きます。花び らは、風に舞い、私の

頭に舞い 散 ります。朝散歩をする時は、花月橋

を渡ると、川の流れがすがすがしく、よリー層

素晴 らしい景色を感 じることができます。歩い

ていると、桜の花び ら一枚一枚の色が目に焼き

付いた り、小さな草花一つ一つが愛おしく『本

当に生きているのが楽 しい』 と感 じるようにな

りました。又、たくさんの方達と会い、楽 しく

会話をしたいという気持にもなります。そう思

うようになったのも私の病気のおかげかな ?

75年 も生きてきて、いろいろ悲しい事もあり、

稲 村 洋 子

また楽 しい笑いの絶えない日々もあり、 と長い

旅をしてきましたが、悔いのない充実 した毎 日

だったのかなあ ?と道の草花を見ても愛おしい

優 しい気持ちになれるこの頃です。もう少し生

きられるとした ら、家族、ゾンタの皆様、お客

様、友達、同級生の方々と過ごす時間を胸に焼

き付けておきたいと思います。

昨年は、美容室を開いて50周年を迎え、大勢

の方々に祝っていただきました。本当に有難 う

ございました。

これか らも、 いろいろと起きるで しょうが、

良い事 も悪い事も時が解決 してくれると思って

います:も う少し頑張ってみようと思いますの

で皆様よろしくお願いします。ありがとうござ

いました。

月日のたつのは早いもので、夏を迎え、福井ゾンタ会報 「すいせん」も47号を無事お届け

することができました。

この会報がお手元に届くころは、新年度が始まっているころと思いますが、皆様と共に初

心にかえって頑張りたいと思っております。ご多忙の中、それぞれの分野で充実した原稿を

お寄せ下さいました方に感謝申し上げます。
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