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会長に就任して

大西 治代

この度、大阪Ⅰゾンタクラブ第24代（2018〜2020）会長を

りたいと思います。

拝命致しました。

また今 年度は6/ 29〜7/ 3の間に横

本会の歴史を顧みますに、その重責に身の竦む思いでお

浜においてアジアで初めての国際ゾン

ります。

タ世界大会が開催されます。世界中か

ゾンタ歴は20 年目となり、副会長を３度務めはしました

らのゾンシャンが集う会に出席をし、多くの事が学べること

が、未だ知識 不足は否めず、心許ない限りではございま

でしょう。その経験を大いに生かしながら、参加して楽し

す。しかしながら船出の前に色々と逡巡しても始まらず、か

い会・有意義な会作りに微力ながら尽力いたす所存でござ

くなる上は他の役員の方々と手を携え、メンバーの皆様方

います。ご指導ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。

のご協力を仰ぎながら、暗礁に乗り上げぬよう、進めて参

会長職を終えて

行岡 陽子

今期（2016年６月〜2018年５月）の会長職も、何とかつつ

で、個々の皆様とのコミュニケーション

がなく全うすることができました。

が十分でなく、思うような運営が出来

前回の会長職は2000年〜2002年でしたから、この間に６

ず、残念にもまた申し訳なくも思ってい

年の年月が流れ、また2008年〜2010年にはエリア３のエリ

ます。

アディレクターを務めさせていただき、エリア３全体を見渡

とは言え、折に触れ、皆様の中に脈々と流れる大阪Ⅰゾン

す機会が得られましたことから、よりグローバルな観点か

タクラブの50有余年の歴史の重みと誇りを感じますにつけ

らの判断力も自分なりに多少は培われたかとの思いもあり、

心強く、この事がきっと大阪Ⅰゾンタの明日への糧となり発

また前回の会長時に自分に残された自分への課題もあり、

展につながることと信じてやみません。

２度目の会長職をお受けした次第でした。

いずれにせよ今期何とか運営できましたのは、メンバーの

しかしこの間のIT関連の機器の発展は予想以上で、国

皆様のご支援の賜物に他ありません。深く感謝申し上げま

際・地区・エリア等からの通信議 事が大変多く時間に追わ

す。

れ、また例会でもメンバーの皆様 への連絡に追われがち

皆様、本当に有難うございました。

エリアディレクターをお受けして
2017年10月、第14回地区大会が真鍋ガバナーの下、

上田 恵子

やゲストが 登 録され、目下準 備が

高松にて開催され成功裏に終了しました。

進 んでいます。 また、1919 年に設

この地区大会において次期役員の選出があり、選挙

立された国際ゾンタクラブはもうす

の結果、エリア３・エリアディレクターを務めさせてい

ぐ100周年を迎えます。100周年記

ただくこととなりました。

念事業も国際本部指導で進んでい

2018年６月から２年間、木下ガバナーご指導の下、

ます。このような時に、エリアディレクターをお引き受け

本部とクラブとの連絡役とし、エリアを纏めさせていた

し身のひきしまる思いです。誠心誠意努めさせていただ

だきます。間もなく６月、念願の第64回世界大会が横浜

く所存ですので、皆様、どうぞご指導、ご協力をよろ

で開催されます。

しくお願いいたします。

世界中から2, 300人を超えるという沢山のゾンシャン

1

大阪Ⅰゾンタクラブ

寄付贈呈式

収益金は７団体（下記）に贈呈しました。
・大阪府女性基金
・大阪市夕陽丘基金
・社会福祉法人四恩学園
・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SACHICO
・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）

大阪府知事からの感謝状を
いただきました。
大阪府府民文化部
男女参画・府民協働課
課長 長澤研一氏

大阪Ⅰゾンタクラブ ゾンタローズデー チャリティー講演会

開会の挨拶をする
行岡 陽子 会長

司会進行役の
大西 治代 副会長

閉会の言葉を述べる
税所 凉子 実行委員長

竹田恒泰氏に花束贈呈をする高木ひろ子会員

日時：平成30年３月８日（木） 13：30～15：30
会場：ホテルニューオータニ大阪

２階

鳳凰の間

実行委員長

税所 凉子

平成30年３月８日
（木）ローズデー当日、ホテルニューオータニ大阪・鳳凰の間におきまして、ローズデー
チャリティー講演会が開催されました。当日は、日本各地のゾンシャンの方々、一般の方々とも、大勢のお
客様にご来場いただきました。ご来場いただきました皆様方には、心から感謝申し上げます。
13時の開場とともに、お客様が来場され、
「大阪Ⅰゾンタクラブの紹介映像」をご覧いただきました。そ
の後、行岡陽子会長の開会の挨拶、寄付金の贈呈と続きました。
そして、今回の講師である竹田恒泰氏が颯爽と入場、日本最古の書物である「古事記」について１時間
にわたりご講演いただきました。
「古事記の中で描かれる女性」という切り口でお話しいただき、日本では
神話の時代から女性は強く、敬われる存在だったのだと感心いたしました。竹田先生のわかりやすくも、
ユーモアあふれる語りに終始笑いが絶えず、あっと言う間に時間が過ぎてしまったように感じました。また、
笑いの中にも多くの学びや発見があり、ご来場された皆様も、満足していただけたのではないでしょうか。

講師を囲んで

大阪Ⅰゾンタクラブメンバー

控え室にて
プログラム

会場入り口に募金箱を設置

開場時の受付風景

終始笑いの絶えない講演でした
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受付担当のメンバー

チラシ
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チケット

「ゾンタローズデー」ポスター

大阪Ⅰゾンタクラブ

2017- 2018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
奉仕委員会
委員長
副委員長
委

員

六島雅子
上田恵子

会員委員会

アドボカシー委員会
委員長
上田恵子
副委員長 六島雅子

委員長
副委員長
委 員

伊
 藤幸子・上嶋泰子・大西治代
辻恵美子・東村眞理子・行岡久美子

新入会員もありましたが、やむをえずの退会者もあり会員増強に
は至りませんでしたが、これからもゾンタの真の理念のもと、会
員一同が心を一つにして、それが会員増強と会員間の和に繋がる
と、今まで通り活動して参りましょう。

●2017年

10月26日 委員会を開き今年度の奉仕・アドボカ
シー活動について話し合い知識を共有した。
12月14日 四恩学園を訪問し寄付金を贈呈し、感謝
状をいただいた。
四恩学園は児童養護施設で ４ つの保育園があり、連
携して子育て支援活動をしておられる。メンバーの
金戸光子様が常務理事。2016年1月例会にて四恩学
園理事長、中西裕氏による卓話をお聞きした。
出席者 行岡会長・上田・大西・税所・早川・六島
●2018年 2月15日 委員会を開きイベントにおける寄付贈呈
の準備作業（寄付先への連絡、のし袋製作等）を確
認した。
3月8日 ゾンタローズデーイベントにて奉仕先への
寄贈について協力した。

2017年12月14日

倉斗秀子
永井隆子
伊藤幸子・小松美佐子・中務和美
早川住江・藤井次子・行岡久美子

国連・国際委員会
委員長
副委員長
委 員

●2017年

中務和美
上嶋泰子
金戸光子・倉斗秀子・後藤安子
辻恵美子・仁科一江

6月15日 第一回委員会 開催
出席 上嶋・倉斗・中務・行岡会長
【議題】
◦会長より、不要品を活用し国際寄付に役立てる資料を
提示され、それに関して詳細を調べることを話し合う。
７月20日 例会において「古着でワクチン」の寄付詳細
をまとめたパンフレットを会員に配布、協力を呼び掛け
る。
◦姉妹クラブへのクリスマスカードの送付を行う。
11月16日 例会においてクリスマスカードに会員のサイン
を寄せ書き、姉妹クラブであるコーバリスZCと台北Ⅱ
ZC に送付。後日、台北ⅡZCよりクリスマスカードの返
信あり。
◦2018年の横浜における国際大会に向けて交流を図る。

四恩学園にて

2018 － 2019 年度
会
副

長
会

長

（通信書記 兼務）

会

計

書

記

理

事

会 計 監 査
エリアディレクター

役員および地区役員

大西 治代
福味 真樹紅
田中
高木
行岡
永井
上田

恵美
ひろ子
陽子・中務 和美
隆子・早川 住江
恵子

役員就任ごあいさつ
副会長

福味 真樹紅

記録書記

大阪Ⅰゾンタクラブに入会させていただいて、早い

昨年入会させて頂き 今期、記録書記のお役を賜り

もので10年目を迎えます。今回2018年６月から２年

ました。まだ右も左もわからない状態ですが諸先輩の

間の副会長を拝命いたしました。大西新会長のもと、

皆さまのお力をお借りしながら記録書記のお役を通じ

会員全員が、
「大阪Ⅰに入ってよかった」と改めて感

てクラブの役割を学んでいきたいと思います。

じていただけるクラブであるよう努めて参りますので、
会員皆様のご指導ご協力のほどよろしくお願いいたし

会計監査

ます。

会計

ただいたと思います。そこで、経験上、会計をされる

田中 恵美

方に、お願いしておきたいことは、次の２点です。

2016年に入会し、２年目の会計を務めさせていた

① 持ってこられた領収書に、お金を渡される際に、

だくこととなりました。

必ず、日付と渡した本人のサインをもらっておい

仕事と育児の両立で大変な時期もありましたが、皆

てください。

様に支えられ、お力添えをいただいたおかげさまの任

② 領収書をスクラップブックに貼る際に、項目ごと
日付順に貼ってください。

てますよう努めて参りますのでどうぞあたたかく見

広報・ホームページ委員会

委員長
税所凉子
副委員長 大西治代
委 員
後
 藤安子・小松美佐子・高木ひろ子
田中恵美・早川住江・福味真樹紅
藤井次子・六島雅子

委員長
副委員長
委 員

●2017年

●2017年

7 月20日 年間計画、チャリティーイベントについ
て検討。
9 月2 1日 移動例会 中之島 LOVE CENTRAL
レストラン sumile OSAKA にて。
10月26日  チャリティーイベント講師を竹田恒泰氏
に決定。
●2018年 2月１日 チャリティーイベント打ち合わせ。
3月8日

福味真樹紅
東村眞理子
上田恵子・金戸光子・税所凉子
田中恵美・中務和美・永井隆子
仁科一江・高木ひろ子

6月15日 委員会開催。
ホ
 ームページに毎月の例会やイベント等の報告文・画像
をアップする。会報誌 No. 70を5月に発行する。
●2018年 2月 通信会議／委員メンバーで会報の内容について相
互メールで打ち合わせ。
3 月8日 広報委員会 会報発行までのスケジュール・
掲載内容確認。原稿依頼。
5月10日 会報編集委員会開催（どりむ社）
5月27日 会報発行。

第９回／ローズデーチャリティーイベント

「日本を楽しく識る

  〜古事記に学ぶ日本の心と未来〜」開催。
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永井 隆子

会計監査は、少なくとも過去２回は、やらせてい

期となりました。引き続き少しでもクラブのお役に立

企画・親睦委員会

高木 ひろ子

以上の２点をしていただければ、会計の方も、監

守ってください。

査するほうも、楽に、確実に早くできると思いますの
で、よろしくお願い申し上げます。
できるだけ、明るく楽しく会計監査業務を務めさせ
ていただきたいと思います。

役員退任ごあいさつ
通信書記

上田 恵子

会計監査

藤井 次子

ゾンタに入って２回目の通信書記をさせていただ

会計監査のお役を最後に退会させていただくことに

きました。30年の時の変化は大きく以前は郵便での連

なりました、しっかりとお役目を果たしたいと思って

絡でしたが、今はほとんどの方がメールやラインで連

おります。21年間会員の方々との交流で、多くを学び

絡でき業務は以前に比べると楽でした。それ以外の方

思い出に残る年月を過ごさせていただきましたこと

は FAX・電話連絡でしたがそれはそれなりにおしゃ

に、心より感謝申上げたいと存じます。大阪Ⅰゾンタ

べりができ勉強になり楽しかったです。皆様ご協力あ

クラブの今後の発展と、皆様のご多幸を祈念いたして

りがとうございました。

おります。ありがとうございました。
5

大阪Ⅰゾンタクラブ

〜輝き続ける女性をクローズアップ！〜

第10回

新入会員のことば

辻 恵美子さん

ロックペイント株式会社元相談役／ゾンタ歴

この度ご縁があって大阪Ⅰゾンタクラブに入会させて頂きました。

49年

ガラス工芸という自分だけの世界に浸っていましたが、いろいろな職種の

第 ８ 代会長 ( 1986〜88年 ) ／国際ゾンタクラブ26地区 地区会計 ( 1988〜1990) ／
センチュリアン ( 1990〜1992)

方々と交わるチャンスを頂き、新しい世界を知るきっかけとなりました。わから

※2009年「フェリックス・メンデルスゾーン・ベルトディ基金日本支部名誉理事」として功労賞受賞。

ないことばかりで戸惑いがありますが、諸先輩の皆さまからのご鞭撻支えを

現在104歳、日本いや世界のゾンシャンの中でも、一番のご長寿ではないか

と推察いたします。今も、大阪Ⅰゾンタクラブのイベントには必ずご出席くださ

賜り微力ながらご一緒に活動させて頂きたいと思います。どうぞよろしくお願

るバリバリのゾンシャンでいらっしゃいます。

いいたします。

●ゾンタクラブの活動で、印象に残っている出来事は？

向かって活動していけばいいのではないでしょうか。

1987年、第17地区大会・フィリピン
（マニラ）の時

優秀な方が多いので、頑張れば何でもできると思い

の会計として、会費の集金を担当いたしました。国に

ます。

よっては大統領に手紙を出して許可をとらねばならな

●辻さんのように、100歳を超えても、美しく、生

かったりと、ドルで会費を集めるのに大変苦労しまし

き生きと生活できる、秘訣・モットーを教えてく

た。それでも一生懸命頑張りまして、すべて集金しま

ださい。

したら、当時の国際会長が「よく集められましたね」

お陰様で生来健康に恵まれ、食べ物の好き嫌いが

とほめてくださいました。懐かしい良い思い出です。

なく、規則正しい生活を送らせていただいています。

●ゾンタクラブの活動で、一番楽しかったことは？

何か挙げるとすれば、女学校時代の先生（アメリカ人

会長時代を含めて、’ 87地区大会（フィリピン）
  ’ 88

女性宣教師）から「年を取ってもいつもきれいにして

国際大会（フィンランド）   ’ 89地区大会（インド）など

いなさい」と言われたことが心にあります。あと、い

国際大会に出席することで、世界中にゾンシャンのお

つも楽しく過ごすように心がけています。

活動報告
日付
2017 年

５月11日（木）

参加者

理事会

７名

◦内規委員会報告
◦地区役員選挙候補者指名の件

員のご協力によって、心に残るインタビュー記事がで

ブとし存続させていくために、一言アドバイスを

きましたことを心より感謝いたします。辻恵美子会員

いただけますか。

の益々のご長寿を心よりお祈りいたします。

会員同士、仲間意識を持ってゾンタクラブの目的に

第11回
宝寿寺

（インタビュアー  永井 隆子）

ゾンタ歴

場所

リーガロイヤルホテル
ゴールデンルーム

（株）どりむ社

５月18日（木）

例会

15名

６月１日（木）

理事会

７名

◦新旧役員引き継ぎ
◦会計報告
◦AD立候補者検討

リーガロイヤルホテル
皇家龍鳳

リーガロイヤルホテル
ゴールデンルーム

６月15日（木）

例会

15名

◦東京Ⅱ石川氏ゲスト
◦新旧役員交代
◦地区大会日程詳細報告
◦AD立候補者として上田恵子氏を推薦

７月13日（木）

理事会

７名

◦地区大会関係審議
◦新メンバー承認の件

小松 美佐子さん

執事

議題

会長経験者により開催
休会の取り扱い、役員及びその任期について見直し検討
◦次期会費納入報告
◦会計報告
◦エリアミーティングについて感想報告
◦卓話 佐々木静子チャーター会員
「ゾンタライフを楽しむ」

大阪ⅡZC の辻康子会員と大阪ⅠZC の上田恵子会

●ゾンタクラブを、これからも楽しく有意義なクラ

2017 年５月～ 2018 年５月

活動

友達ができたことです。また個人的な海外旅行でも
地元のゾンシャンと親睦を深めることができました。

高木 ひろ子

（株）どりむ社

７月20日（木）

例会

18名

◦澤井ADクラブ訪問
◦高木ひろ子氏入会セレモニー実施
◦今年度のイベントを
３月８日竹田恒泰氏に決定
◦前年度会計決算承認

９月７日（木）

理事会

７名

◦年間スケジュール検討

９月21日（木） 移動例会

16名

◦10月の地区大会に向けて
◦９月現在会計経過報告

10月５日（木）

７名

◦年度後半の例会計画

15年

リーガロイヤルホテル
ゴールデンルーム

（株）どりむ社

小松さんといえば、いつも和服か作務衣をピシッと着こなし、とても綺麗なハイソプラノで明るく
話されるというイメージが直ぐに思い浮かばれるでしょう。
長年、善光寺貫主の重責を担われるご夫君の代わりに、宝寿寺の執事として檀家の皆さんや地
域の方々の中心として活躍してこられました。
ゾンタに入られて15 年、
「今まではお寺という世界ばかりを見てきたが、いろんな方と交流出来、

理事会

世界が広がった。お誘いくださった伊藤さんに感謝している。」と嬉しい評価をいただきました。
もともと、あまり物事を気に病んだり、ストレスを溜めないご性格とのことですが、最近は「ご詠
歌舞」に精進しておられ、指導もされることを楽しんでおられます。
会いできますよう、みんなでお待ちいたしましょう。
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（インタビュアー 中務 和美）

（株）どりむ社

10月26日（木）

例会

14名

◦移動例会報告
◦奉仕アドボカシー委員会で奉仕先検討報告
◦企画委員会でのイベント予算検討報告
◦SAY NO月間参画のため、
ステッカーを自主制作

11月２日（木）

理事会

７名

◦チャリティーイベントスケジュール等について

今はとてもお忙しく、例会への出席がままならないとのことですが、早く落ち着かれ、いつもお

中之島LOVE CENTRAL
レストランsumile OSAKA
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リーガロイヤルホテル
ゴールデンルーム

（株）どりむ社

日付

活動

11月 16 日（木）

例会

参加者

議題

11 名

◦卓話 国際大会委員長 三宅定子氏
「国際ゾンタ横浜大会」の概要や開催
決定までのお話、開催に向けて進行
中の事業について

場所

リーガロイヤルホテル
ゴールデンルーム

理事会

６名

12月 14 日（木）

奉仕

６名

◦四恩学園訪問

四恩学園

12月 21 日（木）

例会

12 名

◦サイレントオークション実施

リーガロイヤルホテル
ゴールデンルーム

理事会

７名

◦合同例会役割分担

１月 18 日（木）

例会

11 名

◦イベントチケット。リーフレット配布
◦国際大会プログラム及び出席確認

２月１日（木）

理事会

７名

◦チャリティーイベントについて

２月 15 日（木）

例会

15 名

◦チャリティーイベントチケット状況報告
◦指名委員５名選出される
◦「何でも楽器に」 足立晃一郎氏

３月１日（木）

理事会

７名

◦チャリティーイベント詳細打ち合わせ

イベント
３月８日（木）
例会

16 名

◦ローズデーチャリティーイベント開催
「日本を楽しく識る」竹田恒泰氏
◦指名委員より次期役員が選出され、例会で承認
◦チャリティーイベントを終えて（感想）

４月５日（木）

理事会

７名

◦イベント会計収支について

４月 19 日（木）

例会

12 名

◦チャリティーイベント会計報告
◦横浜大会及びゾンタ 100 周年記念寄付について審議

５月 10 日（木）

理事会

７名

◦エリアミーティング、国際大会について
◦次年度日程について

５月 27 日（木）

例会

14 名

◦エリア３エリアミーティング参加
◦終了後５月例会開催

2018年

１月 11 日（木）

会員手帳

12月７日（木）

◦イベントチケット、チラシ検討
協賛名刺広告募集へ
◦会員手帳発行について
◦サイレントオークション検討

（株）どりむ社

（株）どりむ社
リーガロイヤルホテル
リモネ
（株）どりむ社
リーガロイヤルホテル
ゴールデンルーム
（株）どりむ社

ホテルニューオータニ
大阪

（株）どりむ社
リーガロイヤルホテル
ゴールデンルーム
（株）どりむ社

リーガロイヤルホテル

大阪Ⅰゾンタクラブホームページのご案内

http://osaka 1-zonta.com
大阪１ゾンタクラブ

◦最新の活動
◦例会だより
など
随時更新して
おりますので、
ご覧ください。

カラー版になって２度目の発行となりました。クラ
ブのメンバーの協力のもと、大阪Ⅰゾンタクラブの今
期の活動を、より深く多くの方に知っていただける紙
面に仕上がりました。画像やコメントなど隅々まで、
お目を通していただけたら幸いです。

（ 広報・ホームページ委員長 福味 真樹紅）
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