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う前代未聞のことで私達の生活も変
わり、ゾンタの活動にも大きな影響
が出ています。かつてない大変な時
を過ごしている毎日ですが、そんな
時だからこそ月1回の例会を楽しく
有意義にして活動していきたいと思います。私はゾンタ
が好きです。ここまで長い歳月、ご縁があり大阪Ⅰゾン
タクラブの会員として多くの素晴らしい友人ができ、
又、自己研鑽の場として沢山のことを学ばせていただき
感謝しています。この感謝の気持ちで2年間務めさせて
いただきたいと思いますので皆様ご協力よろしくお願い
いたします。

　そして昨年。不条理な災禍が世界
中に襲いかかり、社会そのものが身
動きの取れぬ事態となりました。ス
テイホームの中で思うことはやがて
来たる再動の時には、やはり困窮す
る人があれば手を差し伸べたいとの想いです。大きく変
わるであろう世情であっても、たとえ人と人の距離を置
くことが世の常になろうとも、ゾンタの理念を忘れず奉
仕の心を持ち続け、弱い立場の方々の側に寄り添う志を
持ち続けたいと思っております。
　最後に数々のお支えを頂きました会員の皆様、おかげ
さまでなんとか着岸いたしました。心より感謝・御礼申
し上げます。
��これからもクラブが益々発展致しますように。

　このたび思いがけなく、2度目の会長をさせていただ
くことになりました。2018年から2020年の2年間26地区
エリア3エリアディレクターとしての地区理事の責は重
く、次々思いがけないことが起こりADとはなんと多忙
なものかと思う程メールや会議でフル回転の生活を送っ
ていました。やっとゴールも近づき以前の落ち着いた生
活に戻れる日を楽しみにしていた矢先、会長職がなかな
か決まらず、とうとう引き受けてしまい、正直言って
ちょっぴり後悔している今日この頃です。我がクラブも
私が前に会長をした2003年頃とは大分変わっていま
す。時の流れは大きく先輩方もおられなくなり、会員数
も減り寂しい現状です。現在、新型コロナウイルスとい

　2018年横浜世界大会から2020年シカゴ世界大会まで
が私がその任を務めさせて頂く期間でした。ゾンタ歴20
年とは申せ、覚束ない舵とりの船出にキャリアを積まれ
た会員の皆様にはハラハラものであったと振り返って思
う次第です。力不足は否めないまま、それでも皆様のご
協力のおかげで他クラブとの交流も徐々に果たせ、チャ
リティーイベントでは多くの参加者に喜んで頂き、エリ
アミーティングにも大勢出席することが出来ました。地
区大会では奉仕とはいかにあるべきかを経験豊かなパネ
ラーのお話から多く学べ、種々の認識を新たに致しまし
た。思いもかけぬ大型台風に見舞われ、多くの参加者が
先んじて帰宅となる中メモリアルサービスに於いて尊き
2名の会員(故�辻�恵美子会員並びに故�佐々木�静子会員)
の御霊をお見送りできましたのは喜ばしいことでした。

会長　上田�恵子

直前会長　大西�治代

　 会長をお引き受けして

　 任期を終えて

　2020年3月→2022年3月8日。ついに2年の延期になりました。延期の成り
行きなどは今さら申し上げるまでもありませんが……。さいわい舞の海氏が都
合をつけてくださり講演者・会場などの変更はありません。
　祈�!��コロナ収束・終息　来年こそはローズデイチャリティー講演会実現を！

実行委員長　早川�住江

　 ローズデイチャリティー講演会
　 （講師 : 舞の海 秀平氏）の延期について

大阪市中央区城見1-4-1　TEL 06-6941-1111
●JR大阪環状線「大阪城公園」駅より徒歩３分
●地下鉄長堀鶴見緑地線「大阪ビジネスパーク」駅より徒歩３分
●各線「京橋」駅より徒歩８分

ホテルニューオータニ大阪　2階　鳳凰の間

3,000円

舞の海 秀平（まいのうみ しゅうへい）舞の海 秀平（まいのうみ しゅうへい）

元小結　1968年、青森県鯵ヶ沢町に生まれる。1990年、日本大学経済学部卒。
山形県の高校教師の内定が決まっていたにもかかわらず、周囲の反対を押し切って夢
であった大相撲入りを決意。新弟子検査基準（当時）の身長に足りなかったため、頭に
シリコンを入れて新弟子検査に合格。角界最小の身体ながら、「猫だまし」「八艘飛び」
などファンを驚かせる数々の技をくりだし、“技のデパート”の異名をとる。1999年
11月の引退までに技能賞を5回受賞。現在は、NHK大相撲解説者などをつとめるほか、
テレビ・ラジオなどで幅広く活躍中。2011年より近畿大学経営学部客員教授に就任。
著書: 『大相撲で解く「和」と「武」の国・日本』（KKベストセラーズ）

『テレビでは言えない大相撲観戦の極意』（ポプラ社）
『舞の海秀平と学ぶ「知れば知るほど大相撲」』（徳間書店）※監修
『はじめての大相撲』（岩波書店）など。
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入場料

2022年

3月8日（火）
開場 13：00　
開演 13：30 

お問い合わせ

http://www.osaka1-zonta.com
大阪1ゾンタクラブ 検索

国際
ゾンタ
とは？

FAX：072-986-2345
大阪Ⅰゾンタクラブ会長  大西治代「ゾンタ」とはアメリカインディアン・スー族の言葉で、「誠実」「正直」を意味します。

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、女性や女児への暴力撲滅を目標に奉仕活動を行う世界的団体です。大阪Ⅰゾン
タクラブは、日本で２番目（1965年）に誕生し、様々な社会奉仕活動を行っています。

大阪Ⅰゾンタクラブは奉仕活動をしています。収益金はすべて社会奉仕活動に寄付しています。
これまでの主な寄付先 : 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、
　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人 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）、国際ゾンタ100周年記念基金

主催　大阪Ⅰゾンタクラブ

可
能
性
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の
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戦

国際ゾンタ 26地区 エリア３ 大阪 Ⅰ ゾンタクラブ
ゾンタローズデイ チャリティー 講演会
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2020 － 2021 年度　役員

企画・親睦委員会

委員長　　大西治代
副委員長　六島雅子
委　員　　倉斗秀子・小松美佐子・中務和美・早川住江・
　　　　　行岡陽子

●2020年　�7月16日　年間スケジュール調整 　　　　　　　　��
　　　　　ランチ例会について話し合い
��9月17日　移動例会について話し合い
�10月15日��第1回ランチ例会
��11月19日�移動例会　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　�（香雪美術館・ステーキ＆ワイン「オクソン」）

●2021年　2月18日　�ローズデイチャリティーイベント再延期決定

本年は新しい企画2件がスタートしました。試行錯誤ながらの初めて
のランチ例会。「昼間の時間帯が有り難い」という会員の声を受けて
の実施でした。今後も調整しながら年に数回でも持てればと考えま
す。そしてもう1件、例会における『会員四方山話』はキャリアを重
ねられた会員が自身の経験談を重厚且つユーモアたっぷりに余すと
ころなくお話しされ抱腹絶倒もしばしば。会員の新たな側面も窺え
て特筆できうる企画となりました。今後もご協力を仰ぎながら会員相
互の親睦を念頭に努めて参ります。

奉仕・アドボカシー委員会

委員長　　六島雅子
副委員長　大西治代
委　員　　�永井隆子・田中恵美・井上みつよ・後藤安子・小松美佐子

●2020年　�7月16日　午後４時半より、リーガロイヤルホテル　
メインラウンジにて開催

　出席　六島・大西・永井・田中・井上

【議題】
今年度の寄付先について検討。結果、本頁下記の団体に決定。
※例年はゾンタのイベント会場にて諸団体代表に寄付金の贈呈を行うとこ
ろ、イベント開催が叶わず送金させていただいた。

広報・ホームページ委員会

委員長　　行岡陽子
副委員長　田中恵美
委　員　　�永井隆子・東村眞理子・仁科一江・行岡久美子

●2021年　3月4日　午後4時〜（理事会終了後）
　出席　行岡陽子・田中・永井・上田会長

【議題】
・会報73号について／以前の会報やホームページ報告を参考に会
報73号の内容（案）について審議する

会員委員会

委員長　　早川住江
副委員長　井上みつよ
委　員　　�大西治代・�倉斗秀子・後藤安子・�仁科一江・
　　　　　�東村眞理子

●2020年　7月16日　リーガロイヤルホテル大阪1Fにて開催
　出席　井上・大西・倉斗・後藤・中務・行岡陽子・
　　　　早川・上田会長（企画・親睦委員会と合同）

【議案・提案】　
・会員同士よいコミュニケーションをもって、魅力あるクラブを
構築する。退会防止、入会促進
・例会欠席者に欠席理由などを確認してフォローする。
・新入会員にはメンターを付けてお世話をする

国際・国連委員会

委員長　　中務和美
副委員長　倉斗秀子
委　員　　�行岡久美子

●2020年　�7月7日　通信委員会を開催
　出席　中務・倉斗・上田会長

・地区の国連・国際委員会の方針に従って協調し、クラブ会員にその
趣旨を伝達する。地区主催のオンラインでの会議にできるだけ参加
する。
・国連ウィメン日本協会の活動を支援し、継続して10,000円を寄付す
ることを奉仕委員会に申し出る。等を協議
*2021年4月24日、姉妹クラブ台北Ⅱゾンタクラブ設立50周年の祝賀
会が開催された由、連絡がありました。おめでとうございます!

会　長　　上田�恵子
副会長　　田中�恵美
書　記　　井上�みつよ

会　計　　永井�隆子
理　事　　六島�雅子　　
　　　　　大西�治代

会計監査　東村�眞理子　
　　　　　行岡�陽子

井上�みつよ役員就任ごあいさつ
入会して2年があっという間に過ぎ、この度書記のお役を拝命いたしました。書記の仕事
について、会長はじめ諸先輩にお教え頂きながら務めさせていただきたいと存じます。皆
様、どうぞよろしくお願い申し上げます。

<寄付先>
○大阪府女性基金　○大阪市夕陽丘基金
○ 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　　　　
「毎日希望奨学金」

○NPO法人 国際エンゼル協会 
○国際ゾンタ財団（ローズデイ基金・国際奉仕基金）
○認定NPO法人 国連ウィメン日本協会（2021年度）

2020 年度・2021年度
寄付について

2020 年3月、2021年3月のチャリティーイベントが延期となりましたが 、
クラブ奉仕基金より2020年5月、2021年5 月に寄付させていただきました。

2020-2021年度  各委員会メンバー・委員会報告

●お礼の言葉　
　昨年はコロナ禍の一年でした。楽しみにしていたローズデイのイベントも延
期となりましたが、そんな中でも当協会にご寄付をいただきありがとうござい
ました。当協会のバングラデシュで運営しています診療所も閉鎖してどのよう
に対応するか検討している中、必要な備品の購入にいただいたご寄付を使わせ
ていただきました。予算外の出費で
したので即座に購入することが出来
て大変助かりました。現在多くの患
者さんに役立たせていただいており
ます。心より感謝申し上げます。
NPO法人　国際エンゼル協会
代表理事　東村 眞理子

台北ⅡZC50周年祝賀会
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　2020年11月19日（木）の移動例会は、中之島香雪美術館「聖徳太子─時空
をつなぐものがたり─」見学と心斎橋のステーキハウス「オクソン」での会
議・食事会でした。
　美術館では、超人的な伝説があることは余りにも有名である聖徳太子の実
像に迫ることができ、また、クラシカルな趣のある寛ぎの空間「オクソン」で
のひと時と、コロナ禍にあって充実の半日でした。

　大津ゾンタクラブクリスマスパーティーに参加して

倉斗�秀子

上田�恵子

　 移動例会に参加して

井上�みつよ

　中務会員は、大阪Ⅰゾンタクラブのオピニオンリーダーとして活躍しておられます。お仕事は、ミュージックス
クール校長として、多くの優れたピアニストを育ててこられました。本日は、メールインタビューにて中務会員の魅
力に迫りたいと思います。

Q 今までの人生の中で、一番嬉しかったことは、何ですか？

３年前、長女が生死にかかわる病を発症したものの、約１年で復活し、大学の講義や診療を再開できたことで
しょうか。

Q 沢山のお弟子さんを立派に育ててこられましたが、常日頃お弟子さんたちに言っておられることは？

技術の指導にとどまらず、全人格と関わるつもりで向き合っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　
生徒さん達には、「ピアノは指だけを動かすのではない。心と体のパワーを指先の１点に集中して音で語りかけ
ること」を常に提唱しています。

Qこれからの人生の楽しみにされていることは、何でしょうか？

さらに自分の道の研鑽を積むと共に、今まで経験したり学んだことを、後進の方々に伝えたり、ブログでエッセ
イを発信したりして楽しんでいます。今までトライしていない未知の世界に挑戦するのもいいですねぇ……。　
制限時間足りるかな？

　ご多忙のところ、ありがとうございました。　　　　　　　�　　　　　　　　（インタビュアー�永井�隆子）

上田�恵子

〜輝き続ける女性をクローズアップ！〜

第14回　中務�和美さん
ミュージックスクール�トニカ�校長
音楽家
ゾンタ歴　24年

2020年度より例会時に会員にお話いただく企画・時間を設けました。

第一回 2020年 7月例会　中務 和美会員　演題：『今ふりかえる“戦中・戦後の思い出”』
第二回 2020年 9月例会　六島 雅子会員　演題：『観察から学ぶもの』

会員四方山話

�2020年10月22日（木）／京都正定院にてバザー、クラシックギター演奏　奏者：稲葉順子氏
　コロナ対策（マスク着用、人数制限、午前午後の2部制）をとりながら、工夫して開催しておられました。本堂のほのかな灯
明の中で聴くクラシックギターの演奏は、新鮮でとても興味深かったです。お薄も頂き、京都の皆様のお心遣いに感謝してひ
と時を過ごすことができました。参加者３名（上田恵子・行岡陽子・井上みつよ）

�2020年12月6日（日）／琵琶湖ホテル
　コロナ禍中ではありましたが、久しぶりのお顔もあり、皆再会を楽しんだ夜でした。（123名参加）

�2020年10月10日（土）／17時〜19時30分
　リーガロイヤルホテル小倉にて、知事・市長来賓をはじめ各地より駆けつける人もあり、170名が集い皆で楽しく国際
理事トップ当選のお祝いをしました。

　 京都Ⅰゾンタクラブのチャリティバザーに参加して

　 木下彰子様　国際及び国際ゾンタ財団理事就任祝賀会に参加して
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活動報告　2020年6月～ 2021年5月

◦弔辞　　会長　上田�恵子
　税所凉子様をお偲びし謹んでお別れの言葉
を申し上げます。イベントにご一緒した思い
出と共に優しい笑顔が蘇ります。モンゴルへ
行った時、式典終了後のツアーで乗馬の機会
があり、日頃は静かな税所さんの颯爽たる乗
馬姿に皆驚きいっぺんに有名人になられまし
た。実は長年乗馬を習っておられ、乗馬を楽
しみに参加されたそうです。2014 〜 2016 年に
は会長としてクラブのことを大切に考え、寛
大な度量で接してくださいました。会社のお
部屋をクラブの事務所とし、理事会時の使用
や倉庫をお貸しくださる等大きなご援助をい
ただいています。50 周年記念誌も、どりむ社
の皆様のお陰で、素晴らしい記念誌ができ感
謝しています。10 月 3 日、行岡様とお見舞い
に行き、その夜に旅立たれたとのお知らせを
受け驚きました。今頃は天上からご家族、会社、
そして私たちのことを見守ってくださってい
ることでしょう。クラブを代表して沢山の感
謝と親愛を捧げ、ご冥福をお祈り申し上げます。

◦追悼の言葉　　友人代表　行岡�陽子
　「税所さん」とお呼びかけしても、もうお答えは返ってこないので
すね。本当に寂しく悲しいことです。
　税所凉子様は、2004 年、大阪Ⅰゾンタクラブに入会され、2020 年
10 月 3日多臓器不全のためにおなくなりになられました。ゾンタ歴
16年、享年 80 歳でいらっしゃいました。
　思い起こすと貴方と初めてゆっくりお話しできたのはメルボルンに
おける国際世界大会の帰途、長いフライトの間、とりとめもなくいろ
いろおしゃべりしましたね。以降も国際・地区大会・他クラブのイベ
ントや旅行などでご一緒しお話しする機会も多く、貴方のおおらかで
温容なご性格に何時も心が暖められていました。しかし時には鋭い卓
見なども述べられ、さすがお一人で今日の「どりむ社」を起業・成功
に導かれた方と感じ入ったしだいです。
　また、お酒がお好きで何時も芽ネギをおつまみに銘酒「獺祭」を楽
しんでおられたお姿を思い出します。
　10 月 3日にお見舞いに伺うことができました。お話はできません
でしたが，何時もの色白でふくよかで穏やかなお顔でした。その日の
夜、立派な後継者やご家族にめぐまれ、後顧の憂いもなく逝かれました。
　長い間お付き合いいただきまして有難うございました。どうぞ今後
はご家族や大阪Ⅰゾンタクラブを天国から見守ってくださいませ。
　ご冥福を心からお祈り申し上げます。

【式次第】
日時　2021 年 3 月 18 日（木）午後 4時半〜
場所　リーガロイヤルホテルゴールデンルーム
司会　副会長　田中恵美

弔辞　会長�上田恵子　　友人代表　行岡陽子
献花　全員　　遺族お礼の言葉　税所貴一様

供花　大阪Ⅱゾンタクラブ、仁科一江、六島雅子

会員の他に
藤井次子様、福味真樹紅様、高木ひろ子様ご列席

税所凉子様を偲ぶ会

日付 活動 参加者 議題 場所

2020年

6月4日（木） 理事会 10名
◦新旧役員引継ぎ

◦会計報告
RH皇家龍鳳

6月18日（木） 例会 8名
◦新旧役員交代

◦会計報告承認
RHゴールデン
ルーム

7月2日（木） 理事会 6名 ◦国際大会役員オンライン選挙の件 （株）どりむ社

7月16日（木） 例会 10名

◦2020年度予算案承認

◦国際大会オンライン選挙結果報告

◦四方山話／中務和美会員

RHゴールデン
ルーム

9月3日（木） 理事会 7名
◦地区補正予算

◦年間計画案検討
（株）どりむ社

9月17日（木） 例会 10名

◦2020年度地区補正予算案承認

◦10月昼例会開催の決定

◦5月エリアミィーティングを例会にする

◦四方山話／六島雅子会員

RHゴールデン
ルーム

10月1日（木） 理事会 ７名 ◦11月移動例会について 　

10月15日（木）昼例会 8名
◦11月移動例会案内配布

◦税所様を偲ぶ会について
RHベラコスタ

11月5日（木） 理事会 6名 ◦クリスマス例会について （株）どりむ社

11月19日（木）
移動

例会
8名

◦クリスマス例会について

◦3月イベントについて
ステーキハウス
「オクソン」

日付 活動 参加者 議題 場所

12月3日（木） 理事会 6名 ◦EMEN特別募金活動について （株）どりむ社

12月17日（木） 例会 中止 ◦コロナウイルス感染予防のため中止 　

2021年

1月14日（木） 理事会 4名
◦1月合同例会延期決定

◦チャリティーイベントの検討
（株）どりむ社

1月21日（木） 例会 中止 ◦コロナウイルス感染予防のため中止 　

2月4日（木） 理事会 7名 ◦次年度理事会会場検討 （株）どりむ社

2月18日（木）
通信

例会
10名

◦投票の結果イベントを2022年３月

10日（木）に延期決定
オンライン

3月4日（木） 理事会 6名 ◦オンライン会議について （株）どりむ社

3月18日（木） 例会 8名

◦大阪ⅡZCとの合同例会を7月15日

（木）に決定

◦税所様「偲ぶ会」開催　

RHゴールデン
ルーム

4月1日（木） 理事会 6名
◦イベントを2022年3月8日（火）　

に変更
（株）どりむ社

4月15日（木）
通信

例会
10名 ◦エリアミーティング開催について オンライン

5月6日（木） 理事会 中止 ◦コロナウィルス感染予防のため中止 　

5月20日（木） 例会 中止 ◦コロナウィルス感染予防のため中止

　コロナ禍の中イベントも延期となり、対面例会も開催できない昨今、今迄の8頁を4頁に縮小しての会報73号となりました
（72号はHPに記載）。ご寄稿いただきました皆様ありがとうございました。��　　��（広報・ホームページ委員長　行岡�陽子）
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