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ます。2クラブのプロキシ―も預か
るので責任重大、身の引き締まる思
いでいます。
　今、我がクラブで何より嬉しい事
は2名の新入会員をお迎えし、6月
には更に1名入会という事です。若く溌剌とした方々
に入っていただきクラブの雰囲気も変わりました。
皆様を歓迎し、ご活躍を心から期待しています。
　最後になりましたが、元会長、税所凉子様のご厚意
で長年事務所・理事会々場として社室を提供いただき
何かと優しくお世話してくださった「株式会社どりむ
社」の社長様はじめ皆様に心からお礼を申し上げま
す。長い間お世話になりありがとうございました。

　大阪城の桜は今年も見事に咲き誇り、訪れる人々
を楽しませてくれました。しかし、コロナ禍でのマ
スクの生活はまだ続き、春に予定のイベントは秋に
再延期となり寂しく感じている昨今です。秋風の吹
く爽やかな頃にはコロナも収まり、今度こそは開催
できますようにと祈らずにいられません。
　さて、テレビや新聞でウクライナの悲惨な現状を
見る時、この現代にこんな事があって良いものかと、
眼を覆うばかりです。平和の大切さを感じ、一日も
早い平安な世界に戻ることを願っています。
　毎回楽しみに参加している国際大会も危ぶまれて
いましたが開催が決定され、会議はオンラインでも
するが選挙は対面参加者のみとなりました。私は大
阪Ⅰデリゲートとして6月23日から29日まで参加し
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新入会員のことば新入会員のことば

　この度、田中恵美様にご推薦いただき、入会さ
せていただきました。たくさんの方々の支えや協力
を得て、ファッション販売の会社を22年経営してお
ります。恩送りとして、社会貢献活動のチームをつ
くり、子どもたちの笑顔が溢れる
社会を目指し活動をしておりま
す。歴史あるゾンタクラブに入会
させていただき、大変嬉しく光栄
に思っております。
　ご指導のほど宜しくお願い致します。

　由緒ある大阪Ⅰゾンタクラブに入会させていただき、
誠にありがとうございます。
　クラブの発展に微力を尽くさせていただきたいと存
じます。今後ともよろしくお願いいたします。

岩永�惠津子（2021年12月入会）中島�清治（2021年9月入会）

　2020年、2021年、2022年と3年に亘って前代未聞の延
期となりましたが、講師も変更なく開催の予定をして
おります。皆様方のご来場を心よりお待ちしておりま
す。

日時：2022年10月13日（木）
開場：13：00　開演：13：30
場所：ホテルニューオータニ大阪 2階 鳳凰の間
講師：舞の海 秀平氏　　演題：「可能性への挑戦」

実行委員長　早川�住江

ローズデイチャリティー講演会開催のお知らせ

お待たせしました！
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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

チャリティーイベント10月13日に再々々延期。

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6月24日　「大阪Ⅰゾンタクラブ会報73号」を会員に配 
　布（各3部）。地区役員及び他クラブ等に送付。
●2022年3月17日　「会報74号」について討議、原稿依頼。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

●2021年6月委員会
　出席:倉斗、中務、上田会長

・NPO法人国連ウイメン日本協会へ継続して毎年１万円を寄付
する。

・姉妹クラブへのクリスマスカードは送らず、会長からメールで
挨拶する、等決定。その後、福味真樹紅前会員よりNPO法人
国連ウイメン日本協会事務所長と繋がりがあるとの情報を得た
ので、コロナ収束後、委員長として、卓話依頼を理事会に提案
する予定。

2021-2022年度  各委員会メンバー・委員会報告

　2022年4月2日11時半より、「東京GRACEゾンタ
クラブ」が国際ゾンタ加盟2112番目（国内では61番
目）のクラブとして認証を受け、その認証状伝達式
がThe Okura Tokyoにて、かながわゾンタクラブを
SOMクラブとして厳粛に挙行されました。多くのご
来賓や木下彰子国際理事、岡澤則子26地区ガバ
ナーその他役員、それに各地から馳せ参じたゾン
シャン等約100名が集うなか、上田会長と出席いたし

ました。次いで祝宴にうつり、食事と音楽を楽しみ
ました。
　新クラブは、高橋真理会長以下17名（当日出席14
名）の若々しくフレッシュなメンバーで構成されてお
り、ゾンタの精神に則ったこれからの活動が大いに
期待されるところです。どうか頑張ってくださいませ。
　おめでとうございました。

　2022年5月14日（土）、京都「佛光寺」で行われた
第38回「チャリティ園遊会」に、上田会長とともに出
席いたしました。いつもながら京都の有名寺院の中
でのバザー、ゾンタショップが開催され、官休庵の
みなさまのお点前で美味しい和菓子を、また、有名

割烹料理店の美味しいお弁当もいただき、大変楽し
い時間を過ごさせていただきました。この園遊会の
収益で、今年は、ZISVAW（女性及び児童に対する
暴力追放作戦）や地域福祉などに寄付されるとお聞
きしました。

　2021年10月30日、北九州ZC設立30周年記念式
典がリーガロイヤルホテル小倉にて行われました。コ
ロナ禍のため式典のみでしたが、福岡県知事、北九
州市長ほか多くの来賓を迎え盛大に執り行われまし
た。ゾンタの友人たちも各地から集まり祝うと共に再

大西�治代

行岡�陽子

永井�隆子

上田�恵子
　 「北九州ゾンタクラブ設立30周年記念式典」
　　に参加して

　コロナ禍がやや下火となった2021年10月15日に、
琵琶湖ホテルにて開催されました。準備には非常な
困難が伴ったと思います。今回初の郵便投票もその
一例です。開封、開票、票数提示と少々時間を要し
はしましたが、粛 と々執り行われました。当日の出席
者数は102名、オンライン参加は177名の合計279
名。この状況下におけるゾンシャンの気概を感じました。

○審議事項
・次年度予算案　・エリア費の分配
・指名委員選出　・エマ・コロン地区賞
・ヒトデプロジェクト継続➡以上5件承認
・エリア費からのエリアミーティング補助金廃止
・26地区の法人化➡以上2件否決

○26地区次期役員選出　決定

会を喜びました。
　壇上にはバラの花で作られた
ゾンタマークが美しく飾られてい
ました。

ホームページを担当して
田中�恵美

　2年間ホームページの例会だよりを担当さ
せていただき、大変お世話になりました。
感想は率直に言ってとても楽しかったで
す！「お仕事」というより「お話」の延長と
いった感じでした。それも広報委員長の行
岡陽子先生がいつも加筆修正してくださる
ので、安心して楽しんで取り組むことができました。あり
がとうございました。またいつも目を通してくださいまし
た皆さまもありがとうございました！

　 「東京GRACEゾンタクラブ
　　 国際ゾンタ加盟認証状伝達式」に参加して

　 「京都Ⅱゾンタクラブ園遊会」に出席して

　 「26地区 地区大会」に参加して
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2021-2022年度  各委員会メンバー・委員会報告

<寄付先>

○大阪府女性基金　 

○大阪市夕陽丘基金　 

○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 性暴力救援センター大阪SACHICO　 

○NPO法人 国際エンゼル協会　

○シャープ特選工業株式会社「キャリア教育支援」　

○NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西　

○認定NPO法人 国連ウイメン日本協会　 

○国際ゾンタ財団「ローズデイ基金」
　「国際奉仕基金」

○ヒトデプロジェクト　

2021年度寄付について
今期奉仕先は、以下に挙げる通りです。
送金はすべて完了しております。

例会時にお話いただいています。

会員四方山話

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日以降の委員会開催なし
　新入会員　中島清治さん、岩永惠津子さん

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

　今期奉仕委員会は、例会前に2回ロイヤルホテル中之島メイ
ンラウンジで開催し、今期奉仕先について検討致しました。
その結果、新規奉仕先を 2ヵ所追加決定を致しました。 
・シャープ特選工業株式会社（キャリア教育支援）
・NPO 法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西

　1月11日は「アメリア・イアハートの日」。アメリカの有名な
飛行士で、大西洋単独横断飛行に女性として世界で初めて成
功したアメリアは、ゾンシャンでした。以前、ワシントンD.C
にあるスミソニアン博物館の中でも一番人気のある「宇宙と航
空の博物館」を訪れ、その2階に展示されているアメリアが

乗った真っ赤なベガを見て感激したこと、また、アメリアが
「飛行機に乗り続けるのは、女性の権利や主張が広く受け入れ
られるように願っているためでもある」と発言していたことを
知り、感動したことをお話しさせていただきました。

第4回 2022年1月例会　永井 隆子会員　演題：「アメリア・イアハートについて」

　9月20日が敬老の日、21日が世界アルツハイマーデーである
ことに因み、これからの私たちが避けては通れない話題を提
供してくださいました。65歳以上の高齢者は日本において

3640万人。人口の29%であり、この率は断トツの世界一位だ
そう。不老長寿とはいかないまでも、ますますの健康管理の
必要性を実感しました。　　　　　               （記 大西 治代）

第3回 2021年9月例会　早川 住江会員　演題：「高齢化社会の話」

　2年に一度の合同例会は、西川ひろこエリアディレクターをお迎えして行われました。久
しぶりに、大阪Ⅱの方々にお会いでき、うれしく思いました。西川ADは、女性への暴力に
対する「ZONTA Says No」キャンペーンなどについて、熱心に講話してくださり、ゾンシャ
ンとしてのこれからのアドボカシー活動の励みとなりました。

永井�隆子
　 大阪Ⅰ、Ⅱゾンタクラブの
　 合同例会に出席して
2021年7月15日（木）／花外楼 北浜本店（大阪市北浜）

　東洋陶磁美術館は中国・韓国陶磁のコレクションが多数展示されており、
中でも国宝の油滴天目茶碗、飛青磁花生の2点は必見でした。カランドリエ

（フランス語でカレンダーの意味）は、ミシュラン一つ星に選ばれている大阪を代表するフレン
チレストランです。丁寧に用意された一品一品を楽しみ、至福のひと時を過ごすことができ
ました。

井上�みつよ　 移動例会リポート
2021年11月25日（木）／大阪市立東洋陶磁美術館の自由見学と
レストラン「カランドリエ」での会議・会食／参加者10名
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活動報告　2021年6月～ 2022年5月

日付 活動 議題

2021年

6月3日（木） 理事会 ◦2020年度会計報告

6月24日（木） 例会
◦2020年度会計報告承認

◦ヒトデプロジェクト寄付

7月1日（木） 理事会 ◦2021年度会計及び予算報告

7月15日（木） 例会
◦2021年度会計及び予算報告承認　

◦合同例会　卓話:西川ひろこエリア3 AD

9月2日（木） 理事会 ◦新入会員 中島清治氏 入会

9月16日（木） 例会 ◦四方山話／早川住江会員

10月7日（木） 理事会 ◦理事会会議場所の変更

10月15日（金） ◦地区大会（大津）参加

10月21日（木） 例会 ◦地区大会報告

11月4日（木） 理事会 ◦ヒトデプロジェクト 育徳園へ寄付

11月25日（木） 例会 ◦移動例会

日付 活動 議題

12月2日（木） 理事会 ◦新入会員 岩永惠津子氏 入会

12月16日（木） 例会 ◦クリスマスサイレントオークション実施

2022年

1月13日（木） 理事会 ◦イベント開催について検討

1月20日（木） 例会 ◦四方山話／永井隆子会員

2月3日（木） 理事会 ◦イベントを3月8日から10月13日に延期決定

2月17日（木） 例会 ◦指名委員の選出

3月3日（木） 理事会 ◦次期役員の選出承認

3月17日（木） 例会 ◦今年度寄付の承認

4月7日（木） 理事会 ◦内規委員会の開催

5月16日（月） ◦エリア3  エリアミーティング（金沢）参加　◦現地で理事会開催

　ロシア軍のウクライナ侵攻が続き、今この瞬間にも大勢のウクライナの人々が家や家族を失い、身も心も傷つき希望
の無い時間を過ごしておられると思うと心が痛みます。どうして戦争が必要なのでしょうか？　どんな理屈をつけても
許されるものではありません。歯ぎしりするばかりで何の力もない自分が歯がゆく情けなく思います。1日も早い収束を
願うばかりです。会報74号が皆様のご協力のお蔭で出来上がりました。今の私たちの、平和を大切に前を向いて出来
ることをやってゆきたいと思います。ご協力有難うございました。　　　　  （広報・ホームページ委員長　行岡 陽子）
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　早川会員は、誰にでも優しく声をかけ、ユーモアたっぷりのお話しぶりで周囲の人を楽しませてくださいます。
テキパキとなんでもこなされる、クラブになくてはならない方です。今なお、保育園と老人ホームとを運営し、0
歳児から100歳を超える方々のための福祉活動に携わっておられます。どのような人生を送ってこられたのかお聞
きしてみました。

Q 大学で社会福祉を専攻されていたとか、早くから福祉に関心がおありだったのですか？

小学生の頃に、学校の映画鑑賞で『鐘の鳴る丘』を観て大感激！「大人になったら絶対孤児院をつくりたい」
と大胆にもクラスで先生と同級生に宣言していました。その後、父が仕事で初めて渡米し、帰国して間もなく

「アメリカの社会は女性が活躍している。日本も必ず多くの女性が社会進出する時代が来るだろう、その時子
どもが不幸にならないように」と自宅近くで土地を借りて間もなく近隣のための保育所を設立しました。全く単
純思考そのものなのですが、現在、その保育所が設立70周年を迎えつつあります。私も、夏休みなどで東京
から帰省した時は、まだ高校生で資格はなかったのですが、毎日保育所の手伝いをしていました。社会の高
齢化に伴い、自治体の強い要請で老人ホームの設立にいたりました。

Q 若い人に伝えたいことは何ですか？

何よりも人のことを考えられる、思いやりのある人になってほしいですね。相手にどんな言葉をかけたらいい
か、どうすれば喜ばれるかと思いやること、みんながそうした心を持てば、争いのない平和な社会になるので
はないでしょうか？

Q お父様の影響が多大ですね。

私も４人の子を育て、良かれあしかれ親が子に与える影響の絶大さを実感させられておりま
す。私が父に学んだことを一つ挙げるとすれば、「（物だけではなく）幸せや喜びをわけること
の大切さ」でしょうか。

これからも私たちを導いてくださいますようにお願いいたします。
（インタビュアー 東村 眞理子）

〜輝き続ける女性をクローズアップ！〜

第15回　早川�住江さん
社会福祉法人�育徳園�理事長
ゾンタ歴　19年




