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大阪Ⅰゾンタクラブ

伝統を大切に、また今までの諸々の経験も活かして、
会員のためのクラブの運営を目指して活動して行きた
いと存じます。
　皆様のご協力を切にお願い申し上げます。
　また2018年には、アジアで初めての国際ゾンタの第
64回世界大会が、日本の横浜で開催されることになっ
ています。今期は、日本のすべてのクラブが一つとなっ
て協力しあって準備にあたる期間であり、それこそが
成功への道であると思います。私たちも、歴史ある大
阪Ⅰゾンタクラブとして協力しようではありませんか。
　どうぞよろしくお願い申し上げます。

　このたび、大阪Ⅰゾンタクラブ第23代会長（2016年
6月～2018年5月）に指名され、お受けいたしました。
　前回の第15代会長（2000年6月～2002年5月）につ
づいての2回目となります。この間に14年の時が流れ、
当クラブも51歳となりました。
　振り返りますと、いろいろの出来事もありましたが、
今日の大阪Ⅰゾンタクラブがありますのは、やはりメン
バーの皆様の大阪Ⅰゾンタクラブへの想い・ご協力の
たまものと存じます。
　会長をお受けするにあたり、改めて原点に立ち返り、
国際ゾンタの一員であることに誇りを持ち、ゾンタの
理念にのっとって、そして今後もこれまでに培われた

会 長　行岡 陽子

次期会長に就任して

会長を終えて ● ● ●──────────　税所 凉子
　国際ゾンタは、1919年にアメリカで創設され、女性の地位向上、教育の発展、世
界平和の推進を目標に奉仕活動に取り組む世界的団体で、まもなく100周年を迎え
ようとしています。
　私ども「大阪Ⅰゾンタクラブ」は、1965年日本で東京に続いて2番目に誕生し、今年
で創立51年目に入りました。
　私が会長を仰せつかったのは、50年目と51年目の2年間、その橋渡しの時でした。何か心に残るような取り組みを
……と思いつつ、何も出来ないままあっという間に時が流れてしまったという感じでした。これからも、恵まれない子ども
達への支援、教育、そして女性の地位向上、世界平和への推進に努力していける団体であってほしいと願ってやみません。
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大阪Ⅰゾンタクラブ

　平成28年4月３日（日）午後３時よりリーガロイヤルホテル大阪・山楽の間におきまして本年度
（平成27年度）のチャリティー講演会が開催されました。当日は早くから大勢のお客様がご来場さ
れ、開場の時刻には長蛇の列となりうれしい悲鳴をあげました。またゾンシャンの皆様には北は
北海道、西は九州の遠方からもご参加いただきました。ご来場いただきました皆様には、心から
感謝申し上げます。
　午後２時半に開場し、当クラブの紹介や活動の模様などのビデオ上映で始まり、次いで収益
金から、本年度は６団体に寄付金を贈呈いたしました。
　ついで“父のこと、私のこと、そして舞台への思い”と題してフリーアナウンサー葛西氏を聞き手
として女優藤山直美氏のトークに移りました。生い立ちや幼いころの父寛美さんとの思い出そして
多方面にご活躍中であってもあくまでもスタンスは舞台にあること、今後の予定等、葛西氏のリー

ドでざっくばらんに軽妙に話していただきました。特に“好きなもの”として３つすなわち①歌舞伎
を見ること、②阪神タイガースの応援、③矢沢永吉をあげられたのは微笑ましく、飾らないお人柄
がでていていま輝く素敵な女優さんでした。万来の拍手のもとに対談も終了しました。
　藤山様は、めったに講演等には出演されないとのこと。特に今回のような生の対談は初めてで
あったそうですが楽しく盛りあげていただきました。藤山様の今後ますますのご活躍を期待し、
楽しみにしたいと思います。
　運営面では、いろいろ不行き届きもありましたが、クラブの皆様のご協力のもとそして何よりも
ご参加の多数の皆様のおかげで講演会は成功であったと思います。
　今後の私たち大阪Ⅰゾンタクラブの“ゾンタ活動”へのご理解とご支援をお願いして、つつがな
く会を終了いたしました。

挨拶する
税所凉子会長

司会・進行
仁科一江副会長

寄付先を紹介する
六島雅子奉仕・アドボカシー委員長

閉会の言葉を述べる
行岡陽子実行委員長

実行委員長　行岡 陽子

会場前にはお客様の長蛇の列ができました 開演まで、ゾンタクラブの紹介映像をご覧いただきました チャリティー寄付金箱

大阪Ⅰゾンタクラブ チャリティー講演会
（話し手・藤山直美氏　聞き手・葛西聖司氏）の報告

約700名の方々で埋め
つくされた会場

本日の収益金は次の6団体に贈呈しま
した。

■ 大阪府女性基金
■  一般財団法人 大阪市男女共同参画のまち創生協会 

 （夕陽丘基金）
■ 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
■  国際ゾンタ財団

（アメリア・イアハート基金、ローズ基金、
国際奉仕基金）

寄付贈呈式
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大阪Ⅰゾンタクラブ

ゾンタクラブのチャリティー
講演会には毎年参加させて
もらっています。会場でいろ
んな方に出会えるのもいい
なって思うこの頃です。
（大阪市・50 代・女性）

翌日の新聞で、講演会の盛
況ぶりが紹介されました。
（毎日新聞4月4日付）

藤山直美さんが大好きで、いつもお
芝居を見に行かせてもらっています
が、今日のように、対談でおしゃべ
りされる藤山さんを見るのは初め
て。楽しかったです。

（大阪市・70 代・女性）

貴重なお話が拝聴できてよかった
です。大阪に住んでらした藤山さん、
大阪の地名や場所も出て親しみや
すい展開。舞台のお仕事、体調管
理、時間管理も大変な中、1日が
終わって安堵するのではなく、前の
日の夜だと思って過ごされるという
お言葉に感銘。

（大阪市・40 代・女性）

いつもテレビで見ている藤
山直美さんを、近くで見る
ことができてとてもうれし
かったです。
（大阪市・小学４年生・女児）

藤山さんのお着物姿が大好きで、今日
も、どんなお着物をお召しになっている
かしらと拝見するのを楽しみに、神戸市
鈴蘭台から２時間かけてやってきまし
た。お話はもちろん楽しかったですが、
淡い紫地に橘を配した落ち着いた古典
柄のお着物を上手に着こなしておられる
藤山さん、素敵でした！

（神戸市・60 代・女性）

お客様の声

笑いに沸き立つ会場の様子

講演会の案内チラシ
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大阪Ⅰゾンタクラブ

今振り返る 先輩諸氏の  会長就任時メッセージ

　この度、はからずも大阪ゾンタクラブの会長に選
任されましたことを大へん光栄に存じます。大阪ゾ
ンタクラブは日本の 11 クラブの中、東京についで
2 番目の 1965 年に発足しました由緒あるクラブで、
初代の廣瀬勝代会長（現名誉会員）につづいて中
山まさ会長、飯田順会長、杉村光子会長と歴代会
長をはじめ会員の皆さま方の非常な御努力により大
いに発展してまいりました。また、国際ゾンタクラ

　ゾンタが他の婦人会と異なる点は、世界的なつ
ながりを持ち、共通の理想に向って邁進しているこ
とだと思います。
　シカゴにある本部ではその組織を理想的に運営す
るべく懸命の努力をされ、一年のうちにたびたびの
通信が各クラブにも送られてまいります。毎年立派な
マニュアル（手引書）が送られて来、昨年の分はガ
バナーのもとで全訳されて私達全員の手に届いてい

　大阪Ⅰゾンタクラブの皆さま、おすこやかに 1994
年の新春を迎えられたことを、心よりお慶び申し上げ
ます。
　皆さまのご活動により、私共のクラブが SOM クラ
ブとなって、昨年 8 月 26 日大阪Ⅱゾンタクラブが誕
生し、国際クラブのご承認をいただきました。そこで
私達のクラブの名称も、1966 年以来使い馴れた大
阪ゾンタクラブから、大阪Ⅰゾンタクラブに変わりま
した。本年は大阪Ⅰゾンタクラブの名で迎える最初
の新春となったわけでございます。
　今年の記念すべき行事としては、大阪Ⅱゾンタク
ラブの認証式が、3 月 10 日におこなわれることで
す。国際本部をはじめ 26 地区エリアの役員の諸姉、

ブの規約どおり1 業種 1 代表ということを確実にま
もって、地味ではありますが着実にす んゝできまし
たことを誇りに思っております。
　さて、これからの課題としまして、ゾンタの規約
をまもり、その主旨を徹底するために会員内の親睦
と和をはかることが第一ではないかと思います。そ
のために今回広報委員会の御努力でクラブだよりを
発刊するはこびになりました。また、その他の委員
会活動も活溌にして、たのしい雰囲気づくりをして
いただいております。
　今度“ZONTIAN”としての信条「おのれが欲
することをすべての人にほどこせ」を実践するとと
もに、常に全体の中の自分をみつめて、会員の皆さ
まと御一緒に歩んでいきたいと希っておりますので、
どうぞよろしく御協力いただきますようおねがい申上
げます。
（1980.9／大阪ゾンタクラブ会報創刊号No.1より）

ます。めったに手にとってみないものですが、たまに
は是非一度目を通してみたいものだと思います。
　六ヶ条からなる高い理想を目的としてかかげられ
ていますが、要は、お互いに奉仕の機会を通して
親睦を深め、地域の為、世界の為に時と力を捧げ
ましょう。そして、それぞれの職業的立場にあって
その価値を高めるよう努力しましょうとの目標かと
思われます。
　年中行事のバザーであり、又来年 5 月に目指して
いるチャリティディナーの催しがそれです。いつも
バザーに汗水たらして働いたあとの苦労然し一種の
言い表せない快感、それはお互いの結びつきのよ
り強さを感じ合う喜びの瞬間です。今年もどうぞ皆
で力を併せましょう。そしてこうした機会がゾンタク
ラブに属する喜びをしみじみ感じさせられるチャン
スであることを共に感謝いたしましょう。
（1986.10.24／大阪ゾンタクラブ会報 No.15より）

そして全国各地からゾンシャンをお迎えして開催さ
れるチャーターナイトを成功させることが出来ますよ
う、願わずには居れません。もちろん認証式等の主
体は新しい大阪Ⅱクラブですが、SOM クラブとし
て私達も精いっぱいのお力添えをして、大阪Ⅱクラ
ブの晴れの門出を祝福させて頂きたいと念願してお
ります。
　新年懇談会をはじめ、大阪Ⅱクラブのフレッシュ
なメンバーと、ご一緒に集まる機会も多くなったこと
は嬉しいことです。先輩クラブとしての経験をⅡク
ラブにお伝えすると共に、私共も若返り学び合って、
会の活性化を図ってまいりたいと存じます。
　デトロイトの世界会議も、数ヶ月後に近付いてまい
りました。一人でも多くの会員諸姉がふるってご参加
下さることを希望します。そして世界中のゾンシャン
と一堂に会し、新しい女性運動の息吹に直接触れる
と共に、国境や民族を越えて、私達ゾンシャンが信
頼と愛情の手を固く握り、世界平和のため寄与した
いと願わずには居れません。
　会員諸姉のご健康と、いよいよの御発展を希い、
ご挨拶とさせて頂きます。
（1994.3.17／大阪ゾンタクラブ会報 No.28 より）

川田 喜代子
1980-1982 会長

辻 恵美子
1986-1988 会長

佐々木 静子
1992-1994 会長

※写真は、近影を掲載させて頂いております。
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＊2015-2016年度  各委員会メンバー・委員会報告＊
＊�奉仕・アドボカシー委員会�＊

委員長　　六島雅子
副委員長　上田恵子
委　員　　 伊藤幸子・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

●2015年　9月12日　委員会開催　リーガロイヤルホテル
　　　　出席者　8名
　　　　今年度女性と女児の有効な奉仕先を検討

●2016年　2月18日　委員会開催　リーガロイヤルホテル
　　　　出席者　6名
　　　　 具体的な予算が計上されたので奉仕先を以下6団

体に決定。
・大阪府女性基金
・ 一般財団法人 大阪市男女共同参画のまち創生協

会（夕陽丘基金）
・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
・ 国際ゾンタ財団（アメリア・イアハート基金、

ローズ基金、国際奉仕基金）
●2016年　4月3日　 ゾンタイベント会場において上記奉仕先

に寄贈

＊�広報・ホームページ委員会�＊
委員長　　中務和美
副委員長　永井隆子
委　員　　 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

●2015年5月　会報発行・会員に配布・各クラブに送付
●2015年6月　通信会議　15年度の活動を検討

ホームページは各担当を定め、毎月必ず更新する。
また、ゾンタの地区＆エリアの行事に関しても記
事を載せる。

●2016年3月　・ ローズデー活動の一環として後援するコンサー
トに参加、リーフレットを配布するなど広報
活動を行った

・委員会開催・5月の会報発行に関して検討。
●2016年4月　会報編集会議

＊＊＊＊＊＊�会員委員会�＊＊＊＊＊＊
委員長　　早川住江
委　員　　 伊藤幸子・上嶋泰子・大野智代

金戸光子・辻恵美子・徳光清子

　歴史の長いクラブは会員歴の長いメンバーと新しいメン
バーのコミュニケーションが難しいようです。ゾンタの真の
活動のために全メンバーが同じステージで心を一つにして活
動できるように心掛けたいものです。「いいクラブですよ」と
自信をもって入会をお誘いできるクラブにいたしましょう。

＊＊＊＊�企画・親睦委員会�＊＊＊＊
委員長　　行岡陽子
副委員長　藤井次子
委　員　　 大西治代・川田喜代子・倉斗秀子

後藤安子・小松美佐子・徳光清子
中務和美・六島雅子

　2015年6月6日・7月30日・9月17日・11月19日
　2016年2月6日・3月3日・3月31日に委員会を開催。各委員
と協力し年間スケジュールを作成。その企画・親睦案にのっ
とって実行した。

＊＊＊＊�国連・国際委員会�＊＊＊＊
委員長　　倉斗 秀子
副委員長　仁科 一江
委　員　　 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

1） 1回の通信による今期活動方針予定を以下の通り計画した。
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。

2）大阪Ⅰゾンタクラブのバッジの作成
3） 今後の予定

2018年横浜で開催予定の国際大会へ向け会員の意識を向上
させる。

大阪 1ゾンタクラブ

http://osaka1-zonta.com

随時更新しておりますので、ご覧ください。

大阪Ⅰゾンタクラブホームページのご案内

2016-2017年度役員および地区役員
会 　 　 長
副 � 会 � 長
会 　 　 計
記 録 書 記
通 信 書 記
理 　 　 事
会 計 監 査
26地区ヒストリアン

行岡 陽子
大西 治代
早川 住江
福味 真樹紅
永井 隆子
税所 凉子　六島 雅子
倉斗 秀子　藤井 次子
上田 恵子

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

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

副会長　大西 治代
　大阪Ⅰゾンタクラブに入会して、早17年が経ちました。こ
の間に拙いながらもボードのお役目を数々担わせていただ
き、副会長は今回3度目を拝することとなりました。これま
での経験を生かし、微力ながらクラブの為に尽力いたす
所存でございます。どうぞよろしくお願い申しあげます。

記録書記　福味 真樹紅
　入会して2度目の記録書記をさせていただくことになりま
した。例会や役員会での内容の記録は、私にとっては、
再度読み返し、クラブ全体のことを復習できるものになり
ますし、クラブにとっては引き継いでいける資料になりま
す。今期は国内での国際大会を控え、何かと書面に残し
ておくことが増えるかと思いますが、他の役員の皆様のお
力もお借りしつつ、努めて参りたいと思います。会計　早川 住江

　金銭に関することは最も苦手な分野ですが、ゾンタの
理念を忘れることなく、クラブの財政と社会貢献のために
まじめに取り組みたいと思っております。メンバーのみな
さま、ご協力をよろしく！

前会計　東村 眞理子
　2015年度の会計を担当させていただきありがとうござ
いました。入会間のない私ですがこの役を通して少しゾ
ンタの活動がわかってきたように思います。また理事の
皆様が会の運営にご努力されているお姿を拝見して大
変勉強になりました。50年以上も活動しておられるこの
クラブが益々発展していかれますように願っています。

前副会長　仁科 一江
　副会長をお受けしたものの、とにかく、他力本願の2年
間でした。ほとんどの仕事を税所凉子会長、上田恵子会
員、福味真樹紅会員が笑顔でサポートなさって下さいまし
た。今は、ただ感謝と反省の気持ちでいっぱいです。皆
様、本当に有難うございました。そして、この慈愛と献身
に満ち溢れた大阪Ⅰゾンタクラブが末永く繁栄することを、
心からお祈り申し上げたいと存じます。

前記録書記　大野 智代
　入会して2年で役員を仰せつかり、記録書記をさせて
いただいているうちに、少しずつ会のことがわかってきて
大変いい勉強になりました。大阪、そして、全国、全世
界にゾンシャンがおられて、様 な々活動をされているとい
うことを実感することができました。会を支える役員とし
ては何もできませんでしたが、ご指導いただいた皆様に
感謝申し上げます。
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「茶を楽しむ」　講師：倉斗 秀子会員
　茶の歴史として、ヒマラヤ東部が茶の原産地であること、最古の茶の専門書は、「茶経」
として、8 世紀の唐の時代に書かれていること、日本には、12 世紀に臨済宗の祖の栄西
によって茶がもたらされたこと、茶の文化は、宗教との関連で、仏教の慈悲の心、おも
てなしの心が伝わってくること……など、さすがに、裏千家の茶道講師として活躍され
ておられるだけあって大変わかりやすく、茶道の精神まで教わった気持ちになりました。

2015年5月例会卓話

「心の声に寄り添って」
講師：社会福祉法人関西いのちの電話事務局長　田尻 悦子様  （大阪Ⅰ・Ⅱゾンタクラブ共催）

　ロンドンで 1953 年に「いのちの電話」が誕生した経緯や、現在の日本の自殺状況を詳
細に教えていただいた後、「いのちの電話」の相談員さんが具体的にどのように活動され
ているのかをお話くださいました。「聞くと言うことは寄り添うこと、自分のことを分かっ
てくれたと思うと人は落ち着ける」という言葉が印象的でした。

2016年3月例会卓話

「お盆にちなんで」　講師：小松 美佐子会員
　身近なようで、あまりよくわからないのが「仏教・お寺」。自分の属する宗派が何で、
他とどう違うのか？……きちんと説明できる方は少ない様に思う。その辺りを含め、ご夫
君が善光寺管長を務められる小松会員がわかりやすくお話くださった。いずれにしても
我々の今日あるのは両親へと延々続いてきたご先祖のおかげ。その恩について改めて考え
る機会がお盆であり、単にバカンスの期間と形骸化しつつある風潮を反省せねばと痛感。

2015年7月例会卓話

「発展途上」　講師：早川 住江会員
　社会福祉法人育徳園理事長を務める早川会員が、現在の主に大阪市における高齢者施
設での介護や、特別養護老人ホーム、介護保険の意味について、わかりやすく話してく
ださいました。高齢者の増加という日本の人口問題への対策が「待ったなし」なのだと
いうことを痛感させられる内容でした。

2016年4月例会卓話

「ゾンタとは─運営の書を中心に」　講師：上田 恵子会員
　大阪Ⅰゾンタクラブの創立 40 周年の会長をはじめ、地区会計、地区指名委員などを
歴任して、会員歴も 47 年に及ぶという上田会員が、大阪Ⅰゾンタクラブの歴史や構造、
運営について、また、ゾンタの会員であることの価値についてなど、大変わかりやす
くお話くださいました。

2015年10月例会卓話

「マイナンバーについて」　講師：藤井 次子会員
　社会保険労務士の藤井会員が、マイナンバーに関する詳しい書類をご用意くださり、制
度内容について解説していただきました。

2015年11月例会卓話

「100周年を迎えた四恩学園」
講師：社会福祉法人四恩学園理事長 中西 裕様、事務局長 行天 邦善様

　地域のニーズにより生まれ、時代の先駆けとして歩んでこられた四恩学園。0 歳か
ら 100 歳までの総合福祉施設へと大きな発展を遂げられた学園の尊いお話を、会員一
同感動を持って拝聴させて頂きました。

2016年1月例会卓話

「DVとストーカー被害について」
講師：大阪市男女いきいき財団相談担当課長　田中 陽子様

　「クレオ大阪女性総合相談センター」では、年間約 12,000 件の相談を受けている。相
談者は、社会・地域・家庭から孤立し、DV で傷つき、心や身体の問題で悩んでいる女
性たちである。自分が悪いと思い、お金がない、脅しなどの理由で逃げられない状況に
あり、家を出て生活保護などを受ける迄のつなぎとして、彼女たちに、お金を貸し付け
ているとのお話をしていただきました。

2016年2月例会卓話

2016年1月3１日（日）
会員４名〔税所・行岡（陽）・上嶋・上田〕で大阪を
ご案内しました。

姉妹クラブ・コーバリスゾンタクラブ（オレゴン州 ＵＳＡ）

Carolyn Gardner ご夫妻ご来阪

　Carolyn Gardnerご夫妻はIT関係事業（点字プリンター・点字翻訳ソフトも含む）を経営しておられとても知的でやさし
いご夫妻でした。
　クラブのことコーバリスのこと等をお聞きしながら楽しくお食事をしました。日本には何度も来ておられるので、お箸も上
手に使われ日本酒のことも良くご存じで驚きました。
　もう一つ、驚いたことはご夫君が目に障害がおありでしたが、いろいろな所をご案内する私たちの言葉に相手の顔を見て
うなずかれたり、質問をされたり、また梅林では「風の流れで梅の香りを楽しんでいます」とおっしゃったことです。
　それぞれの所では、奥様がご主人の目の代わりとなって状況を説明し優しくサポートされ、二人が一体となって行動して
おられるお姿に感動いたしました。
　後日、ご丁寧なお礼のメールをいただき嬉しかったです。 （上田 恵子）

9: 30　タクシーでホテルにお迎え、大阪城観光へ。
　　　 大阪Ⅰゾンタクラブ40周年記念寄付の天守閣臥虎をご覧いただき、その後梅林散策。
12: 00　ホテルニューオータニ「花外楼」にて昼食。
　　　 道頓堀・千日前巡り（水掛不動尊、上方浮世絵館、文楽劇場等）の後、「千房」にて夕食（鉄板焼き・お好み焼き）
20: 00　タクシーでホテルまでお送り。

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
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2015－2016年 大阪Ⅰゾンタクラブ 年間行事表
2015年

2016年

 6 月 4 日（木）
 6 月18 日（木）
 7 月16 日（木）
 9 月17 日（木）
10 月15 日（木）
11 月19 日（木）
12 月17 日（木）
 1 月 21日（木）

 2 月18 日（木）
 3 月 6 日（日）

 3 月 17 日（木）
 4 月 3 日（日）
 4 月 21日（木）
 5 月19 日（木）

新旧役員交替式
15 年度　第 1 回例会
例会／会員卓話・小松美佐子
移動例会（ザ・ガーデンオリエンタル大阪）
例会／会員卓話・上田恵子
例会／会員卓話・藤井次子
例会（クリスマス・サイレントオークション）
新年例会／卓話・社会福祉法人 四恩学園

理事長 中西裕様、事務局長 行天邦善様
例会／卓話・大阪市男女いきいき財団 相談担当課長 田中陽子様
例会／ローズデー①「IL VENTO DI TANGO　タンゴの風　

～イタリア・アコーディオン奏者を迎えて～」（OCCホール）
ローズデー②卓話・関西いのちの電話 事務局長 田尻悦子様（大阪Ⅱ共催）
チャリティー講演会／藤山直美氏、葛西聖司氏（リーガロイヤルホテル大阪）
例会／会員卓話・「発展途上」早川 住江
例会／卓話・「陶芸家 和田桐山氏を招いて」　新旧役員交替

リレーエッセイ 会員寄稿

育児から学んだこと。 � 仁科�一江

　お蔭様で、娘も4歳になりました。この4月からは幼稚園の年中組に進級致します。
　育児から得た、私にとっての最大の発見は育児ママ達の聡明さと偉大さです。（勿論、
私は除外してです。）私の周囲のママ達は誰もが、必死になって子育てに日々奮戦致して
おります。
　考えてみれば当然かもしれません。私達の国、日本が明治維新を経て列強国の属国に
なること無く近代化に成功したこと、また、太平洋戦争での敗戦後奇跡の復活を遂げた陰
には女性達の大きな力があったはずです。そして、彼女達のDNAを受け継いでいる、今
のママ達が立派なのは当然な訳です。ところが、過去から現代に至るまで不思議なくらい、
この女性達の活躍の事実は歴史の表舞台には出ておりません。ちなみに、経済・政治・
教育・健康の4つの分野において、男女格差をどの程度埋めているかを調査している

「2015年度の男女平等度ランキング」では日本は対象145ヶ国中101位で、極めて低い状態
です。私は、これに対し、正直愕然としましたが、同時にゾンタクラブの基本理念、女性

の地位向上が如何に重要であるかを痛感致しまし
た。改めて、ゾンタクラブ存在の意義を再認識致し
ております。
　最後に育児の中で、日々感じているのは、如何に
周囲の皆様に助けて頂いているかです。とにかく、
感謝の毎日です。ですから将来微力ながらも、社会
に貢献できればと切に感じております。

エリック・サティとの邂逅
中務�和美

　イギリスから出航し、ドーバー海峡を越えた最初の寄港地は、フランスのオンフルール
という小さな港町であった。
　イベリア半島を巡るクルーズでのことである。
　単なる昔の港町、とあまり興味もなくガイドブックを見たところ「サティの生家」という文
字に目を惹かれた。
　「サティ」といえば、音大生の頃、サティに傾倒している作曲科の先輩に誘われ、一つ
のフレーズを延々840回、ピアニストが入れ替わりながら演奏する「ヴェクサシオン」という
曲を弾いたことがある。
　前衛的で変わった作曲家、というイメージがあり、有名な「ジムノベティ」も“退屈”とい
う感想しかなく、好きな作曲家でもない。
　しかし、せっかくの機会を無駄にするのも。と地図をたよりに20分ばかり歩いてやっと
たどり着いた。
　一応サティの家、と小さな表示があるが、ドアが閉まっており、ベルを押しても反応が
ない。仕方なく外観の写真などを撮っていると、中から中年の男性が現れ、ようやく中に
入ることができた。
　入った途端、高さ3メートルばかりの巨大な洋ナシが鎮座しており、肩から羽のようなも
のが生えていてパタパタと歓迎してくれる。
　そこからは日本のからくり屋敷のようなもの。天井から糸でいろんなものがぶら下がってお
り、木の椅子はあるものの座れる状態ではなく、紙で作った洋服がぐるぐる回っているし、
二階に上がれば猿の惑星の映画で見たゴリラそっくりのロボットがお辞儀をしてくれた。
　それらはみんなサティの手作りのようで、何ともびっくり。の連続である。
　これは作曲家というジャンルを超えた造形芸術家であり、イラストレーターでもあり，当
時の総合的な芸術に深い関心を持つ人物であると感心する。
　帰宅後、サティの人物像に興味を覚えて調べてみた。

　パリ音楽院に入学したものの退屈で退学。雨傘で決闘したり、恋
人に300通を超えるラブレターを送ったがうまくいかず、一生独身。
死後数十本の壊れた雨傘がアパートから発見されるなど、≪音楽界
の異端児≫といわれる奇矯な人物ではあるが、サティの調性破壊が
あって初めてラヴェルやドビュッシーのような素晴らしい印象派の音
楽へと発展し、近代音楽に大きな功績を残したのである。彼はまた
ピカソやコクトーとも親しく、純粋で自由な個性は当時の芸術全般に
大きく影響を与えた、と言えるであろう。

　今、私は、彼の諧謔に満ちた「官僚的なソナチネ」を弾いて楽しん
でいる。自画像
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　活動報告　2015年5月～2016年4月
2015年
5月7日（木）

5月21日（木）

6月4日（木）

6月18日（木）

7月2日（木）

7月16日（木）

9月3日（木）

9月17日（木）

10月1日（木）

10月15日（木）

11月5日（木）

11月19日（木）

理事会　　於：どりむ社

例会（18名）　於：リーガロイヤルホテル
・�1965年5月4日に日本で2番目のゾンタ
クラブとして誕生し満50歳を迎えた。
・�佐々木静子（チャーター会員）を本年度
（6月1日）より名誉顧問としてお迎えす
る。
・�26年度チャリティーイベント会計報告
会員卓話／倉斗秀子会員　日本人の癒し
「茶を楽しむ」

理事会　　於：どりむ社

例会（18名）　於：リーガロイヤルホテル
・�佐々木静子（名誉顧問）の「弁護士活動
60年勤続」受賞のお祝い
・�永年ゾンタ会員への感謝とお祝い（在籍40
年以上の会員＝佐々木・徳光・川田）　黄
色いバラの贈呈
・�（故）上島禎子様のご長男様（UCC上島
珈琲株式会社会長）よりご寄付をいただ
く。
・�今期（Ｈ27年6月～Ｈ28年5月）の各委
員会計画発表
・�内規委員会で会則および内規改訂検討
・�2014年度決算及び2015年度予算案承認

理事会　　於：どりむ社

例会（13名）　於：リーガロイヤルホテル
・�上島様からの寄付で大阪Ⅰゾンタクラブ
バッジ・フラッグの制作検討
・�会員卓話／小松美佐子会員　「お盆にち
なんで」

理事会　　於：どりむ社

移動例会（20名）　於：ザ�ガーデンオリエ
ンタルオオサカ
・企画・親睦委員会報告

理事会　　於：どりむ社

例会（18名）　於：リーガロイヤルホテル
・大阪ⅠZC　バッジ・フラッグ制作検討
・移動例会会計報告など
・�会員卓話／上田恵子会員　「ゾンタとは
─運営の書を中心に」
・�佐々木静子名誉顧問より「広岡浅子」さ
んのお話

理事会　　於：どりむ社

例会（18名）　於：リーガロイヤルホテル
・�第13回26地区�地区大会報告（10/22-
24）　50年以上会員表彰（佐々木・徳
光・川田）
・�仙台ⅠZC�50周年式典、宮城学院女子
大学�ゴールデンZクラブ認証式伝達式5
名出席
・�「SAY�NOキャンペーン（暴力撤廃キャン
ペーン）」に協力し、全員で胸にオレンジ
色のリボンをつけて記念写真を撮り、こ
のメッセージと瞬間を共有した。
・�会員卓話／藤井次子会員　「マイナン
バーについて」

【写真上】移動例会風景
【写真下】ザ・ガーデンオリエンタルオオサカ外観。歴代の首相や各
国VIPを迎え入れて来た元大阪市公館だっただけに、庭園ともども
心地よい空間でした。

徳光 清子会員を悼む
　徳光清子会員（料亭「花外楼」四代目女将）が 2016 年 4 月 19 日に逝去
されました。享年 96 歳。老舗料亭・花外楼の女将としての重責を担いつつ、
大阪Ⅰゾンタクラブに 45 歳の頃に入会された徳光会員は、50 年以上にわた
り在籍され、ゾンタ活動に大いに貢献されました。安らかにご永眠されます
ようお祈りいたします。

徳光 清子様を偲んで
上田 恵子

　敬愛する徳光清子様が、大川の桜散る 4 月 19 日ついに神の御許に召されました。謹んで哀悼の意を
捧げます。
　最近はご体調がすぐれず案じておりましたが、お元気な時はいつも優しく上品な和服姿で船場言葉、
まさに浪速の老舗花外楼のご寮さんでした。やさしさの中にも一本筋が通っておられ昭和 14 年大阪府
立大手前高等女学校卒業、大阪府女子専門学校英文科（現 大阪府立大学）卒、教師経験もおありとい
う才媛で、聡明な凛としたお方でした。
　大阪ゾンタクラブには 1965 年創立のすぐ後から入会され、国際ゾンタから永年会員賞を、またクラ
ブからは皆勤賞も沢山受賞されゾンタ活動にとても熱心な方でした。クラブのことを思われるお気持
ちは強く、お元気な時は他クラブイベント、エリアミーティング、地区大会は言うに及ばず、国際大
会にもオランダのロッテルダム大会までほとんど参加なさっておられました。何度も同行した国際大
会では和服をお召しになり英語で他国の方と交流を楽しんでおられました。徳光様が会長の時、私は
会計でしたので他クラブのイベントによくお供をさせていただき、交友関係の広さや他クラブの方に
も慕われるお姿を傍で嬉しく拝見しておりました。
　ハワイやニューヨークでの国際大会の時は約 1 週間同室で遅くまでゾンタ、大手前、家族のこと等
を語り合い想い出はつきません。
　大阪Ⅰゾンタクラブ 40 周年の時は、私が会長を務めさせていただきましたが、祝宴委員長として大
変応援していただきお陰で無事盛会裏に 40 周年を終えることが出来感謝しています。
　また、字が大変お上手で「大阪Ⅰゾンタクラブ 40 周年記念誌」の表紙は徳光様に
揮毫していただきました。クラブの宝として大切にしたいと思います。
　ゾンタへの推薦者としてまた学校の先輩として約 45 年、何かにつけて可愛がっ
ていただきご指導いただいた日々が忘れられません。
　徳光様、いつまでも名残は尽きませんが在りし日のお姿を偲び「ありがとうご
ざいました」の言葉を捧げお別れの言葉とさせていただきます。
　神の御許に召された徳光様の安らかなお眠りをお祈り申し上げます。

40周年祝賀委員長として
ご挨拶（2004年5月4日）

変応援していただきお陰で無事盛会裏に 40 周年を終えることが出来感謝しています。

　敬愛する徳光清子様が、大川の桜散る 4 月 19 日ついに神の御許に召されました。謹んで哀悼の意を
捧げます。
　最近はご体調がすぐれず案じておりましたが、お元気な時はいつも優しく上品な和服姿で船場言葉、
まさに浪速の老舗花外楼のご寮さんでした。やさしさの中にも一本筋が通っておられ昭和 14 年大阪府

2004年　アメリカ�ニューヨーク�国際大会にて2002年　スウェーデン�ヨーテボリ国際大会にて
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編集後記
　今、この原稿を書いている最中も、熊本地
震の惨状が伝えられています。この100年に
わたり、文明は飛躍的に進歩しましたが、ひ
とたび自然災害に見舞われるや、我々は為す
すべもなく、ただ受け入れるしかない状態で
す。東北大震災の際、一時は茫然となったも

のの、国を挙げての支援でなんとか少しは落
ち着いたところでの今回の災害、また心を引
き締めて対応しなければなりません。ゾンタ
及びその広報活動にも、真摯に取り組みたい
と思います。

（広報・ホームページ委員長　中務 和美）

12月3日（木）

12月17日（木）

2016年
1月7日（木）

1月21日（木）

2月4日（木）

2月18日（木）

3月3日（木）

3月6日（日）

3月17日（木）

3月31日（木）

4月3日（日）

1980 年 9 月創刊　第 68 号　発行人 : 税所 凉子
発行 : 大阪Ⅰゾンタクラブ　〒 530-0045　大阪市北区天神西町 8-17　テンマセントラルビル 1F
　　　　　　　　　　　　 TEL 06-6313-8006（株）どりむ社内　

理事会　　於：どりむ社

例会（17名）　於：リーガロイヤルホテル
・�元国際理事の原菊子様（12/5ご逝去）
のご冥福を祈って黙祷
・�金沢ZC創立10周年記念式典　3名出席
・�大阪ⅠZC
フラッグ…��地区50周年の時に制作したの

で、新しいのは制作しないこと
を承認

バッジ…��平井旗株式会社に見積とりデザ
イン案依頼。皆で検討

・ローズデー2つのイベント
①�3/6下川れい子氏リサイタルでゾンタ
リーフレット配布

②�3/17大阪Ⅱと合同例会・卓話／社会
福祉法人�関西いのちの電話�事務局長�
田尻悦子氏

・�4/3（日）チャリティー講演会　藤山直美
氏・葛西聖司氏　チケット@3500円
・サイレントオークション実施
・クリスマスソング斉唱（中務会員ご指導）

理事会　　於：どりむ社

例会（19名）　於：リーガロイヤルホテル
・�7月のフランスニースでの国際大会について
・�大阪ⅠZC　バッジについては、理事会に一任
・�チャリティーイベント　ホテルと交渉中、
会員にチケット配布
・�卓話／「100周年を迎えた四恩学園」　社
会福祉法人四恩学園�理事長�中西�裕氏

理事会　　於：どりむ社

例会（18名�+� 京都ⅠZC今村様）　於：
リーガロイヤルホテル

・�1月31日（日）姉妹クラブのコーバリスゾン
タクラブ（オレゴン州U.S.A）のCarolyn��
Gardnerご夫妻が来阪。会員4名で大阪
を案内
・指名委員選挙5名選出
・�卓話／「DVとストーカー被害について」�
大阪市男女いきいき財団�相談担当課長�
田中陽子氏

理事会　　於：どりむ社

ローズデー活動の一環として、音楽イベント
「IL�VENTO�DI�TANGO　タンゴの風～イ
タリア・アコーディオン奏者を迎えて～」後
援。広報リーフレットを配布

例会（16名）　　於：どりむ社
・�上田恵子会員　26地区ヒストリアンに次
期ガバナーにより任命
・�3/7の指名委員会で、次期役員が選出さ
れた。（P9参照）　
・�チャリティー講演会　チケット配布枚数
集約
・広報委員会から会報制作スケジュール
○�ローズデーのための記念講演会（大阪
Ⅰ・Ⅱ合同）

『心の声に寄り添って』　講師：田尻悦子氏
（社会福祉法人�関西いのちの電話�事務局
長）

理事会・企画委員会　　於：どりむ社
・チャリティー講演会詳細打合せ

チャリティー講演会　於:リーガロイヤルホ
テル（参加者約700名）藤山直美氏（話し
手）・葛西聖司氏（聞き手）「父のこと、私
のこと、そして舞台への思い」�


