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いろいろ企画していきましょう!
─会長就任のごあいさつに代えて─
会 長

税所 凉子

2014 年（ 6月）〜2016 年（ 5月）の大阪Ⅰゾンタク
ラブの会長を拝命して間もなく一年が経とうとして

す。 また、2015 年度（ 6月）からは 新しい 半 世 紀

います。毎月の例会はもちろん、アメリカ、オーラ

の始まりの年になります。この区切りの期に会長

ンドでの国際大会（ 2014 年 6月）への出席、チャ

職を務めさせて頂く意義をかみしめつつ、まずは

リティー講演会（ 2015 年 3月）などの行事を主催す

任期をきっちり務めること、そして、未来のゾン

るなど、 皆 様 方に 助けられ、 これまでとはまた

シャンたちにも「 なるほど」と手を打ってもらえるよ

違った景色を見させて頂いております。

うな、会員全員が楽しく取り組める奉仕活動を企

当クラブの創立は1965 年 5月ですので、まさに

画していけたらと、ただ今思案中です。会員の皆

今年度は記念すべき50 年目の終了の年にあたりま

様も、ご意見等をどしどしお寄せくださいませ。

「クラブのコミュニケーション」−会長を終えて

●

●

●────

早川 住江

会員歴10年余の私に、創立50 周年の大きな節目を迎える年回りの会
長は「到底無理」と固辞したのですが、先輩会員の諸般の事情を鑑みて
結局大胆にもお引き受けすることになりました。一部の会員から不満の
声も聞きましたが、「何事も完璧はない」と半ば開き直り、会長職はあ
くまでも2年間のクラブのお世話役と認識して、上から目線を廃し、何
よりも会員のコミュニケーションを大切にしたいと心がけました。良い
コミュニケーションの成果は上がったでしょうか？

今後のクラブの成

長を見守りたいと思います。
会員の皆様のお力添えとご鞭撻に感謝・お礼を申し上げます。
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大阪Ⅰゾンタクラブ

プログラム

創立 50 周年記念事業
佐々木静子実行委員会名誉顧問、川田喜代子実行委員長、
早川住江会長の下、会員一丸となり盛大に行われました。

大阪市に青色防犯パトロール車寄贈
2014 年 4月3日（ 木）

式
典

お茶席
倉斗 秀子（裏千家）
開会
司会 大西 治代
物故者へ黙祷
式典委員長 行岡 陽子
開式の言葉
会長挨拶
早川 住江
国際会長からのメッセージ
2010-2012年国際理事・国際財団理事
ご来賓祝辞
26 地区ガバナー 三宅 定子様
ご来賓紹介
創立会員（佐々木静子）への記念品贈呈
実行委員長 川田 喜代子
50 年の歩み
スライド上映
税所 凉子
寄付贈呈式
記念講演「読むこと 書くこと 生きること」
講師

浅田 次郎氏

大阪市役所前にて贈呈式を行いました。

憩

（ 2014年4月4日付・毎日新聞）

贈呈式には京極務副市長、谷川友彦市民局長ら

司会
開宴の言葉
祝舞 長唄 翁千歳・三番叟 立方
大阪Ⅰゾンタクラブ 会員紹介

大阪市の関係部局の方々にご出席いただき、大
阪Ⅰゾンタクラブからは50周年記念事 業実行委
員会メンバーが出席しました。

お祝いの言葉
祝

2014 年 4月29日（ 祝）

スライド上映

寄付金贈呈（9 団体）

六島 雅子
音羽菊緑こと行岡 陽子

25 年以上在籍会員にバラ贈呈

大阪市から感謝状をいただきました。

記念式典・祝宴

原 菊子様（代読）

大阪府女性基金
大阪市夕陽丘基金
一般財団法人 大阪市教育振興公社 キッズプラザ大阪
NPO 法人 児童虐待防止協会
公益財団法人 大阪特別支援教育振興会
NPO 法人 性暴力救援センター大阪
公益財団法人 毎日新聞大阪社会事業団
ゾンタ東日本復興支援事業
国際ゾンタ財団

閉式
休

お茶席

宴

26 地区副ガバナー

豊田 由起子様

福井ゾンタクラブ創立初代会長

乾杯
会食・歓談
祝電披露
各ゾンタクラブ紹介
みんなで歌いましょう

エリア 3

エリアディレクター

祝宴委員長

後藤 俊子様
寄付贈呈式

岡澤 則子様

中務 和美

「花は咲く」
「朧月夜」

お礼の言葉
閉宴

副実行委員長

上田 恵子
記念講演（浅田次郎氏）

記念誌発行
2014 年9月18日発行
記念誌編集委員会

委員長

記念品

永井 隆子
行岡 陽子
税所 凉子

リーガロイヤルホテル（ 大阪） 光琳の間
15 時〜16 時
16 時〜17 時
17 時20 分〜19 時30 分
参加費

15, 0 0 0円

式典
記念講演
祝宴
参加者

講師

浅田次郎氏

式典・祝宴に参加くださった皆様に、
（ 2014年４月30日付・毎日新聞）

約520 名
2

記念誌（ A4判・80P・カラー）を制作しま

オリジナル図書カード、クリアファイル

した。

をお持ち帰りいただきました。
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62nd Zonta International Convention

第６２回 国際ゾンタ国際大会

（アメリカ・オーランド）

齋藤 孝氏 チャリティー講演会
『自分を活かす極意〜日本語力を磨こう〜』
2015年3月19日

2014年6月27日〜7月1日

6月27日から7月1日まで、アメリカ・オーランドで国際大会 が開催されまし

ホテルニューオータニ大阪（鳳凰の間）

平成26年度イベントを終えて

た。大阪Ⅰゾンタクラブからは、税所凉子 会長、上田恵子理事、早川住江

イベント実行委員長

理事、行岡陽子26 地区指名委員長の4人が参加しました。帰りの飛行機が
遅れて成田空港着となったため、予定より2日遅れましたが、5日には全員が
無事大阪に戻りました。

行岡 陽子

平成27年3月19日
（木）、当クラブの平成26年度のイベントとして 齋藤孝様によるチャリテイ講演会
がホテルニューオータニ鳳凰の間で開催されました。
開会に先立ち、より理解を深めていただくため「大阪Ⅰゾンタクラブの紹介ビデオ」を上映致しました。

万国旗の前でマッケンジー会長と

その後、当日朝のテレビ生出演後、急遽東京から駆けつけていただきました明治大学文学部教授齋藤
孝先生に「自分を活かす極意〜日本語力を磨こう〜」のテーマでご講演をいただきましたが、時には実演
や声色も交えての熱のこもった軽妙な語り口で聴衆の心をつかまれ、あっという間の1時間半の多岐に亘
るお話を、楽しく承りました。
当日土砂降りの中、また遠路からもご来場いただきました500人近い多くの聴衆の皆様も大満足のよう

国際ゾンタ財団26地区寄付ボードの前で

ケネディ宇宙センターや「ウォルト ディズニー ワー
ルドリゾート」も訪れました。

26地区ミーティング

オーランド

またゾンタローズデーを記念して、その意義を思い起していただくよう、当選者150人にゾンタのシンボ
ル 黄色いバラ 1本ずつをお配りしましたが、大変好評でした。

国際大会≪デリゲート≫
マリオットホテル

でした。

フロリダ

大 阪Ⅱゾンタクラブからの依 頼でデリゲート代 理
の役目があり、2クラブのデリゲートを務めました。
登 録は毎日午前 7 時から始まり、第1日目は開会式
典に先 駆けて午 前中に地区ごとのミーティングがあ
り、午後にデリゲートトレーニングも行われました。2
日目から事務 会議が始まり、最終日の午前中まで続
きました。3日目午前の選挙の時間はデリゲートのみ
会場への入場を許されました。
事務会議も選挙にも、朝の登録時に投票用の端末

早川 住江
USA

機と同時通訳の機器をそれぞれ2 台受け取りデリゲー
ト席に座るのですが、同時通訳のおかげで議事の内
容はよく解りますし、ボタン操 作の端末 機も合 理的
で、議事は実にスムーズに運ばれました。エネルギッ
シュなマッケンジー会長に圧倒されつつも、そのリー
ダーシップに学ぶところが多くありました。
国際大会への出席は 2度目でしたが、今回初めて
デリゲートを務めてよい経験をさせていただきました
ことを感謝申し上げます。
4

会長を中心に、大阪Ⅰゾンタクラブ会員一同の協力のもとに開催致しました今回のイベントで、ご支援
いただきました皆様の浄財を基に、8団体に奉仕（寄付）させていただく事が出来ました。有意義に使用
していただけることを祈念しております。
皆様のご協力に深く感謝申し上げます。

【寄付贈呈先】
大阪府女性基金
大阪市夕陽丘基金
一般財団法人 大阪市教育振興公社 キッズプラザ大阪
NPO 法人 児童虐待防止協会
公益財団法人 大阪特別支援教育振興会
公益財団法人 毎日新聞大阪社会事業団
ゾンタ東日本復興支援事業
国際ゾンタ財団
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移動例会に参加して

2014 年 9月例会卓話

仁科 一江

大阪府男女共同参画推進財団主催

カナダ・バンクーバーのNGOスタディツアー報告

移動例会は 2014 年 10 月 16 日に、あべのハルカス

講師：大野 智代会員

（2014 年春にグランドオープンした日本一の高さ 300
ｍのビル ) 内のマリオット都ホテル 20 階の月・光の

大阪府男女共同参画推進財団主催で 9 月1〜 7日に実施されたバングーバー
の NGO 団体・女性リーダーを訪ねてお話を伺うスタディツアーの参加報告。

間にて挙行。22 名の出席で、美味なるお料理はもち
ろん、素敵なお品書きに至るまで行き届いたきめ細
やかなおもてなしの中、皆様会話もはずみ（参加さ

2014 年11月例会卓話

せて頂いた私の娘の喧騒も気にならない？と温かく
励まして下さった程）、お部屋全体が一体となり、心

「花とともに生きる」

地良いシンフォニーを奏でているようでした。

講師：柳澤 宗甫先生（嵯峨御流名誉教授）

新年合同例会

柳澤先生のお話を拝聴した後、各自でゾンタ
マーク付きクリスマスリースを作りました。

東村 眞理子
2015 年 1 月 15 日ホテルニューオータニ
大阪にて大阪Ⅰ、大阪Ⅱ、の合同新年例会

2014 年12 月例会卓話

がおこなわれました。森惟明氏の私たちの
一番関心のある ｢高齢者の健康と幸せ｣ の

和服着付けについて

講演を皆さん熱心に聞き入っておられまし

講師：大西 治代会員

た。老化はライフスタイルと心の持ちよう
によって変わる等、ゾンタの皆さんの生き
方こそ幸福脳を作っていると思いました。

間もなくお正月ということで、大西会員に「和
服着付け」の実演指導を行っていただきました。

講演の後「花外楼」さんの美味しい食事
をいただきながら各テーブルでお話の花が
咲き、楽しいひと時を過ごしました。

2015 年 4月例会卓話
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

大阪Ⅱゾンタクラブ

黄色いバラのコンサートに参加して
上田 恵子

2015 年 3 月 8 日 16 時よりサロン・ドウ・アヴェンヌにて奥井冨貴子さんのヴァ
イオリン演奏と河村さと子さんの歌とお話があり、税所会長、佐々木静子さん、
行岡陽子さんたちと参加した。ゾンタ・ローズデ−・チャリティイベントとし
ての企画で、チラシや会場の黄色いバラが美しく、軽食後、ヴァイオリン、ガ
ルネリの音色に酔いしれ、河村さんの楽しいお話と歌の数々に心和むひと時を
過ごさせていただいた。大阪Ⅱ ZC の素晴らしい活動に親クラブのメンバーとし
ては、子供の成長は嬉しく親はもう追い越されたのではないかしらと思う春の
宵であった。田中茂美会長はじめ大阪Ⅱの皆様のお心づかいに感謝です。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

他クラブイベント参加報告

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

子どもの性暴力被害の実態と支援について
講師：ＮＰＯ法人 性暴力救援センター・大阪代表
加藤 治子先生（阪南中央病院 産婦人科医）
「同意のない、対等でない、強要された性的行為はすべて性暴力である」
と定義し、性暴力の被害者に対して被害直後からの総合的支援をめざす性暴
力救援センター。その取り組みについてお話いただきました。

「卓話」を楽しむ

福味 真樹紅

例会の際、年に数回、外部講師やクラブ会員から

からも自由に質問することができ、とても楽しく有意

それぞれご活躍の分野のお話を伺う。特にクラブメ

義な時間だと思う。とかく例会というと、議事進行に

ンバーのお話は、皆さんエキスパートでおられるにも

なりがちだが、異分野の知識を学び吸収できること

かかわらず、ざっくばらんに講演してくださり、会員

に感謝している。
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＊2014- 2015年度 各委員会メンバー・委員会だより＊

2014- 2015年度役員および地区役員
会
副
会

長
会

長
計

通 信 書 記
記 録 書 記
理

事

会 計 監 査
26地区指名委員長

税所
仁科
福味
行岡
大野
上田
中務
行岡

凉子
一江
真樹紅
陽子
智代
恵子 早川 住江
和美 大西 治代
陽子

◎委員長

＊＊＊

仁科 一江

記録書記

大野 智代

記録書記としての抱負

副会長に就任して
私のごとき若輩者には、晴天の霹靂でございました

今年度は、如何に簡潔に正確にわかりやすく伝えるこ

が、お引き受けしたからには、ベストを尽くしたいです。

とができるか、ということを考えて記録したいと思いま
す。

● ● ● 退任ごあいさつ ● ● ●────────────────────

前通信書記

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◎六島雅子・○上田恵子
伊藤幸子・上島禎子・大西治代・大野智代・川田喜代子
小松美佐子・永井佳世子・永井隆子・東村眞理子・福味真樹紅

● ● ● 役員就任ごあいさつ ● ● ●────────────────────

副会長

奉仕・アドボカシー委員会

○副委員長

行岡 陽子

前会計

福味 真樹紅

会計を担当して

通信書記退任にあたって

2014年度のクラブの会計を担当させて頂きました。ク

17年ぶり2回目の通信書記役をしました。

ラブに入会して5年目で、お金の流れを知ることでようや

現在メールとFAX他の連絡法が約半数ずつですが、

くクラブの事、地区の事、国際とのかかわりを少し理解

今後メールの方が増えますようにご協力お願いします。

できたように思います。会計から見ても、クラブの活動
の幅を広げるためにも、会員増強とクラブを知ってもら
うための広報活動は必須だと感じた一年でした。大きな

●第1回 2014年9月11日（木） 於；リーガロイヤルホテル
今年度の奉仕活動について検討
アドボカシーに関してはゾンタの方針「女性と女児の地位と人権の改
善」にそって活動する。
●第2回 2015年2月19日（木） 於；リーガロイヤルホテル
奉仕先検討・例会に提出
・大阪府女性基金・大阪市夕陽丘基金
・一般財団法人 大阪市教育振興公社 キッズプラザ大阪
・NPO 法人 児童虐待防止協会
・公益財団法人 大阪特別支援教育振興会
・公益財団法人 毎日新聞大阪社会事業団
・ゾンタ東日本復興支援事業
・国際ゾンタ財団
●2015年3月19日（木）
大阪Ⅰゾンタクラブチャリティー講演会会場にて寄付金贈呈の準備。

＊＊＊

国連・国際委員会

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◎倉斗秀子・○仁科一江
上嶋泰子・金戸光子・後藤安子・辻恵美子
早川住江・行岡久美子・行岡陽子
●通信会議により今期活動計画を以下の通り計画。
・国際ゾンタや地区の国連委員会の重要な活動についての情報を知ら
せる。
・国際大会で採択された決議事項に従って、女性と子供に対するあら
ゆる形態の差別撤廃、ＨＩＶ等感染の蔓延を阻止するという国連の
努力を支援し、活動する。
・国際・国連に関する意識の向上を図るための卓話を企画する。

クラブのお金を預かるという重責を全うさせて頂けたこ
と、感謝しております。ありがとうございました。

＊＊＊

会 員 委 員 会＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◎佐々木静子・○早川住江
伊藤幸子・上島禎子・上嶋泰子・大野智代
金戸光子・辻恵美子・徳光清子
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＊＊＊

企画・親睦委員会

ときめきインタビュー

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◎行岡陽子・○藤井次子
大西治代・川田喜代子・倉斗秀子・後藤安子・小松美佐子
佐々木静子・徳光清子・中務和美・六島雅子

第７回

倉斗 秀子さん
東京都出身・京都市在住
現職・裏千家茶道教授・平安女学院大学非常勤講師

●第１ 回
日時：2014年9月4日
於：大阪Ⅰゾンタクラブ事務所
内容：これからの委員会について／年間計画について
●第２ 回（書面連絡）
日時：2014年10月3日
内容：移動例会について
●第３ 回
日時：2014年10月16日 於：マリオット都ホテルラウンジ
内容：11月例会講演（柳澤宗甫様）について／イベントに
ついて／大阪Ⅱゾンタクラブとの合同例会について
（講演 森惟明様）
●第４ 回
日時：2014年12月15日 於：どりむ社
内容：１ 月合同例会について ／イベントについて
●第５ 回（企画・親睦および奉仕・アドボカシー合同委員会）
日時：2015年1月8日 於：どりむ社
内容：1月合同例会について ／イベントについて

ゾンタ歴

１８年

さすが、茶道を中学生の頃からたしなまれ、裏千家家元高弟の夫君とご結婚、茶道
●第 ６ 回
日時：2015年2月2日 於：清交社役員室
内容：例会案について（卓話等）／イベントについて
＊イベント直前拡大打ち合わせ会
日時：2015年3月19日
於：ホテルニューオータニ大阪 レストラン
内容：当日のイベントについての打ち合わせ
●第 ７ 回
日時：2015年3月31日 於：リーガロイヤルホテルメイン
ラウンジ
内容：2014年度イベント報告 ／2015年度イベントの件

を極めておられるだけに、立居振る舞いすべてエレガントで穏やかにお見受けし、向き
合うこちらまで和やかな気分に包まれる。
日本の伝統文化に携わる仕事なので、日本人であることを縦軸に、現代に生きている
ことを横軸に伝統を受け継いでいきたい。以前の様に花嫁修業としてではなく、最近は
企業のトップや医師など男性もこの道に心の平安や癒しを求める方が多く、そういった面
でも役に立てれば。と方向性を示された。
その反面、着物の生活が多いので、洋装にイメージチェンジして出かけたり、60 歳か
ら始められた社交ダンスのアマチュアインストラクターの資格取得に向けて練習に励むな
ど、意外に活発な面も兼ね備えておられる。
ゾンタの行事にはいつもときめいて参加している。とのことで、今後も楽しく活動を続
けたい。とにこやかに語られた。

＊＊＊

広報・ホームページ委員会

ときめきインタビュー

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◎中務和美・○永井隆子
上田恵子・永井佳世子・仁科一江
東村眞理子・福味真樹紅・藤井次子・行岡久美子

第８回

●第１ 回 広報委員会
2014年10月11日（土） 於：リーガロイヤルホテル
ホームページ作成担当を定めて責任をもって作成にあたる。
●第２ 回 広報委員会
2014年10月20日（月） 於：どりむ社
会報は年 １ 回の発行と決定したので5月例会での配布とする。
●第３ 回 広報委員会（通信）
2015年3月12日（木）
会報発刊準備に関して通信にて意見交換。
●第４ 回 広報委員会
2015年4月23日（木） 於：どりむ社
会報の編集業務を行う。

後藤 安子さん
兵庫県姫路市出身・在住
現職・関西大学法学部非常勤講師
ゾンタ歴

２２年

豪放磊落 男性を形容するのに使われる言葉ですが、後藤先生を語るとき、これ以
外の言葉が出てこないので、お許しください。
関西大学薙刀部ＯＢ会会長を務められるだけに、大きなお声で元気に話されるので、
先生のテーブルはいつも明るい笑いでいっぱい。
美しい海の近くで育たれたので，環境法をライフワークとされ、瀬戸内海の環境の調
査・研究を通して警鐘を呼びかけたり、今はアジア諸国におけるＤＶの問題に取り組まれ
ている。
女性の人権問題にも関心の深い後藤先生から全女性へのエール「現状にマケルナ、未

http://osaka 1-zonta.com

来に向けてガンバレー！！」

大阪 1 ゾンタクラブ

ありがとうございました。

随時更新しておりますので、
ご覧ください。

インタビュアー

中務和美
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上島禎子さまを悼む
上島禎子会員（UCCホールディングス株式会社

監査役）が 2015年3月28日に逝

去されました。
享年 96 歳。大阪Ⅰゾンタクラブには 1983 年に入会、32 年在籍されました。そ
の間ゾンタ活動に大いに貢献され、また会員の親睦にも大きく寄与されました。
謹んでご冥福をお祈りいたします。

「ときめきインタビュー」コーナー
（2011年9月15日号）にご登場いただいた時の一枚

上島禎子さまを偲んで
大阪Ⅰゾンタクラブチャーターメンバー

移動例会にて
UCCコーヒー博物館を見学させていただいた時の一枚
（2001年9月）

上島禎子さまを偲んで
佐々木静子

長かった冬も漸く去り、桜の開花が近づく去る 3 月 28 日、私共大阪Ⅰゾンタクラブの

伊藤幸子
上島禎子さまは、1983 年ゾンタクラブに入会されました。

古くからのメンバ―である上島禎子さまが突然逝去なさいました。享年九十六才。私共

大切なお友達を亡くし悲しみでいっぱいです。

は姉を失ったような悲しみにくれております。いつも穏やかなお優しい笑顔のお姿が目

とても信仰心の深い方で、毎月、大三輪神社、生駒聖天様、伏見稲荷大社にお

に浮かび、お懐かしさでいっぱいです。

参りされていました。そのうち、ご一緒するようになり、芦屋駅にお迎えし私の

禎子さまは稀にみる素晴らしい事業者として、その生涯を貫かれた方でした。
戦時中上島珈琲の会社をご夫君と共に設立された直後、ご夫君が出征され、禎子さま
はおひとりで手押し車を押してコーヒーを売られ、会社の維持に当たられご苦労された
と承っております。

運転でお参りし、垂水のお家へお送りしました。
車の中でいろいろなお話をし、またいろいろ教えていただき大変勉強になりま
した。十数年お参りいたしました。
海外へはゾンタの方々、私を含め貴田様、切替様、野崎様、田中様、上嶋様、

戦後漸く復員されたご主人と共に神戸の街に珈琲文化を創られ神戸のＵＣＣから、さ
らに日本全国津々浦々に上島珈琲の名を広められ、さらには世界中にＵＣＣ上島珈琲の

中山様、加島様、田辺様等をよく連れて行っていただきました。
88 年大阪空港よりビジネスクラスの旅費なのにファーストクラスでニュー

名を高められ、世界のＵＣＣに発展させられた目を瞠るばかりの歴史に残るご業績には、

ヨークへ、ニューヨークで三日、コンコルドでジャマイカへ行きました。空港に

ただただ敬服するばかり。九十六才のご他界まで上島ホールディングスの現役監査役と

は大臣のお出迎えがあり、皆驚いて、さすがはＵＣＣといっておられました。ブ

して働かれ、四月一日には会社のお花見会を計画されておられた矢先の突然のご訃報は

ルーマウンテンの山にクレイトウハウスがあり、そこでレゲエを踊りコーヒーを

残念でなりません。ご長男の同社会長、ご令孫の同社社長もいずれも芦屋市六麓荘にご

植えさせてもらいました。ブラジルではリオのカーニバルを審査員席の前で見せ

邸宅を持たれ、上島ご夫妻の墓地も芦屋に用意されておられます。

ていただき，アマゾン、イグアスの滝、ハワイ島コナＵＣＣ珈琲園へも行きました。

大阪Ⅰゾンタにもご貢献いただいたことに心より感謝申し上げ、卓抜した女性経営者、
リーダーとしての禎子さまに、改めて敬意を表し、謹んでご冥福をお祈り申し上げる次
第です。

又ご主人の胸像の除幕式にはジャマイカへ呼んでいただきました。
ご主人と力を合わせ素晴らしい会社を作られ、楽しい充実した輝かしい人生を
送られました。
ご冥福をお祈り申し上げます。
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活動報告

リレーエッセイ

2014年2月〜2015年4月
・会計監査指名承認：大西会員、中務会員
（1年）
・新役員挨拶
・各委員会活動内容の確認と希望提出
・前期決算報告・会計監査報告・予算案
承認
・事務所移転についての提案
（税所会長より）

2014年

今日この頃

2月6日（木）

理事会

於：事務所

2月20日（木）

例会（ 22名） 於：リーガロイヤルホテル
・クラブ印鑑作成承認
・50周年記念式典に関する準備
・指名委員選挙（5名選出）承認

3月6日（木）

理事会

永井 佳世子

私の生活そして心の中、頭の中をも占領中の子育て。日々奮闘しています。
いろいろな悩みがある中でゾンタの国際支援活動報告などを見る度に、これ
からを担う子供たちの幸せとは一体なんだろうと考えさせられます。
先日小学校入学式での事。校長先生のご挨拶にて「一人ぼっちのライオン」と
いう絵本を紹介されました。ライオンが友達を探すのに試行錯誤するという内容
ですが、本当の自分の良さをしっかり見つめて、そして相手の良いところを見つ

3月20日（木）

けながら仲間を大切にしていけるようになりましょう、と言われました。
大人になってもこれはなかなか難しい。これがで
きるようになったら心から幸せと思える一つになるか
な、と思いました。流行語の「絆」も同じ視点にある
言葉。ボランテイアもそうかな。親としてはなるべく
広い視野を持ちつつ子供と接していきたい、と思う
今日この頃です。

2014−2015年 大阪Ⅰゾンタクラブ 年間行事表
2014年

6月 5 日
（木）

新旧役員交替式

6月19日
（木）

14 年度

7月17日
（木）

例会／オーランド世界大会報告

9月18日
（木）

例会／会員卓話・大野智代氏

10月16日
（木）

移動例会（マリオット都ホテル）

11月20日
（木）

例会／卓話・柳澤宗甫氏（嵯峨御流名誉教授／クリスマスリース作り）

12月18日
（木）

例会（クリスマス・ サイレントオークション）

第 1 回例会（総会）

会員卓話・大西治代氏（着付け実演）
2015年

1月15日
（木）

新年例会（大阪ⅡＺＣと合同） 卓話・森惟明氏（高知大学名誉教授）

2月19日
（木）

例会

3月19日
（木）

チャリティ講演会／齋藤孝氏・例会

4月16日
（木）

例会／卓話・加藤治子氏（ＮＰＯ法人 性暴力救護センター・大阪代表）

5月21日
（木）

例会／会員卓話・倉斗秀子氏

4月3日（木）

4月29日（祝）

創立50周年記念式典・祝宴
ロイヤルホテル

6月5日（木）

6月19日（木）

14

理事会 於：事務所
・50周年記念事業
大阪市へ自主防犯パトロール車（青パト）
を寄贈 於：大阪市役所前

例会（ 23名） 於：リーガロイヤルホテル
・50周年記念式典について

5月15日（木）

理事会

7月17日（木）

例会（16名） 於：リーガロイヤルホテル
・米国オーランドでの国際大会（ 6/ 267/1）の報告
（上田、税所、早川、行岡陽）
・各委員会メンバーの承認
・事務所移転についての検討

9月4日（木）

理事会

9月18日（木）

例会（18名） 於：リーガロイヤルホテル
・事務所移転 今期は税所会長の会社の
一室を借りて新事務所とする⇒承認
・2014年度一般会計修正予算（案）承認
・各委員会報告（年間計画・活動方針）と
記念撮影
・50周年記念誌完成（ 9/18発行）・配布
・会員卓話「カナダ バンクーバーの NGO
スタディーツアー報告」 大野智代

10月2日（木）

理事会

10月16日（木）

移動例会（20名） あべのハルカス マリオッ
ト都ホテル（20階）
・事務所移転（11月27日 片付け・引越）
・50周年記念誌につていの報告（発送・会
計報告・御礼・追加注文など）
・9月より例会報告をホームページに

11月6日（木）

理事会

11月20日（木）

例会（19名） 於：リーガロイヤルホテル
・国際ゾンタ26地区リーフレットのデータ
を購入し、アレンジして独自で作成⇒承
認
・27年度春のチャリティーイベント 講演
者に齋藤孝氏⇒承認
・卓話「花とともに生きる」とクリスマスリース

例会（ 20名） 於：リーガロイヤルホテル
・役員候補者承認（会長 税所凉子、副会
長 仁科一江、会計 福味真樹紅、
記録書記 大野智代、監査 六島雅子
大西治代）
・理事候補者承認（上田恵子、早川住江）
・50周年記念式典について検討

4月17日（木）

5月1日（木）

7月10日（木）

理事会

於：事務所

於：事務所

於：事務所

於：リーガ
於：事務所

於：事務所

例会（16名） 於：リーガロイヤルホテル
・退会のお知らせ（北村やゆ子・重森由郷
・水野光子・道風邦子）
・50周年記念行事報告・御礼（川田委員長）
・全会員より最近思うことを一言、または四字
熟語で

新旧役員合同理事会 於：リーガロイヤル
ホテル
・出欠連絡の徹底、会計監査について、
会則・内規（会計任期）、
「理事会」定義
など

例会（ 24名） 於：リーガロイヤルホテル

15

於：事務所

制作

11月27日（木）

12月18日（木）

柳澤宗甫氏（嵯峨御流名誉教授）

・春のチャリティー講演会 当日スケジュール
・寄付先等検討・決定

事務所引越・理事会
於：㈱どりむ社
・新事務所住所 大阪市北区天神西町
8-17 テンマセントラルビル２階

3月5日（木）

理事会

3月19日（木）

春のチャリティー講演会 於：ホテルニュー
オータニ大阪（参加者444名）
齋藤 孝氏「自分を活かす極意 〜日本語
力を磨こう〜」

例会（16名） 於：リーガロイヤルホテル
・春のチャリティーイベント検討
（演題・講師謝金・入場料 他）
・サイレントオークション 全57点
（ 162, 000円）
・「着物着付け」実演 大西治代会員
・クリスマスソング「皆でうたいましょう」
中務和美会員

例会（14名） 於：ホテルニューオータニ大阪
・指名委員会より次年度役員の指名 ( 指名
委員長 中務和美 )
会計：東村眞理子、通信書記：永井隆子、
会計監査：倉斗秀子 ⇒承認
・チャリティー講演会場設置の募金箱（２
種）について
①東日本大震災復興支援募金 20, 000
円 ⇒ 東北被災地へ
②社会奉仕活動 18, 913円 ⇒ 奉仕
会計へ

2015年
1月8日（木）

1月15日（木）

理事会

於：㈱どりむ社

例会（ 21名） 於：ホテルニューオータニ大
阪 3階 花外楼
・春のチャリティーイベントについて準備
・事務所電話（専用）06- 6313- 8006
FAX（共通）06- 6313- 8005
＜1月大阪Ⅰ・大阪Ⅱ合同例会＞
・大阪ⅠZC 21名 大阪ⅡZC 16名 計37
名出席 エリア3 神田 AD クラブ訪問
【講演】 森 惟明氏（高知大学名誉教授）
「高齢者の健康と幸せ」

2月5日（木）

理事会

2月19日（木）

例会（ 22名） 於：リーガロイヤルホテル
・会員委員会報告
・指名委員選出 ( 6名 中務委員長、倉斗、
永井隆、行岡陽、川田、佐々木 ) 5位
同票

於：㈱どりむ社

於：㈱どりむ社

4月2日（木）

理事会

4月16日（木）

例会（ 19名） 於：リーガロイヤルホテル
・春のチャリティー講演会を終えて
（反省と
感想）
・企画・親睦委員会（ 3/ 31）報告：2015
年度チャリティーイベント会計報告、
2016年度チャリティーイベント会場・
企画検討
・卓話 講師 加藤 治子氏 「性暴力救
援センター・大阪 SACHICO の取組み」
NPO 法人 性暴力救援センター・大阪
代表、阪南中央病院 産婦人科医
（文責

於：㈱どりむ社

2014年2月〜2015年4月：大野）

編集後記
手渡しされた原稿を清書、旧仮名づかい

し、昨今、活字離れが懸念されているとい

を直す、印刷所に何回も足を運ぶ、送られて

う。特に会報が年刊となった現在、ニュース

きた大量の FAX 原稿を手分けして校正す

はホームページにまかせ、会報は記録のみに

る。10年前の会報作りの工程である。時間

とどまらず、皆に「読みたい」と思わせる魅

と労力を要する仕事であった。今は送られて

力あるものを目指したい。と願っている。皆

きたメールをまとめてポンと送るだけ、校正

様のご協力、よろしく！！

もメールでＯＫ。有難いことである。しか

（広報・ホームページ委員長 中務 和美）
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