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ご挨拶

2002～ 2004年期、藤井みどリガバナーのもと東 リジョンのテーマに向けて、
2年間活動を続けて参 りました。山梨クラブでは、子供たちの教育、女性の問題、
DV、 エイズなどについて考えて参 りました。
2003年・10月 9日 、C地 区研修会のホステスクラブとして甲府で開催させて頂

きました。松井地区理事様、間中地区セクレタリー様の J~寧 な御指導を頂き、会
員一 1司 力を合わせて準備を致しました。当日は秋晴れのすばらしい 1日 で、大勢
の姉妹クラブの方々においで頂きました。勉強会の合間に郷上の特産品、山梨ク
ラブで援助している、タイ女性の手束1繍のTシ ャツなどを販売し、大変喜ばれま
した。

日本東リジョン20周年記念行事であります 「H_AND IN HハNDJも 湯田高校S
クラブの生徒さん、ガールスカウトの子供達の協力で5月 5日 の子供の日に、お花
の種を配 りました。来年は大きな計画を立てているところです。

本年もソロプチ ミスト山梨助成金として、新たに2団 体に寄付をする事が出来
ました。山梨クラブの30周年に向け奉仕の輪を広け、社会に貢献出来ますよう努
力をしていきたいと思っておりますc

この2年間、皆様のご協力を頂き、会を進める事が出来ました、ありがとうご
ざいました.

一年 FHDの 準備期間を経て、松井地区理事、間中セクレタ リーのご指導の もと会員一丸 とな リホステスクラ
ブとして2003年 10月 9日 (本)第 2回 C地 区研修会をここ甲府市のベルクラシックで開催 しましたc藤井み
どリガバナーをはじめ日本東 リジョン役員、常任委員会、委員長、委員、C地区会員490名 の出席でした。

研修内容はA.BC地区共通のもので午前中はガバナー報告、テクニカルプログラムに重点を置いた研修、

午後は第3回ユース・フォーラムのビデオ

の放映があ り、生徒たちの生き生きした

姿に参加していない会員たちも感心 して

いました。 1年に 1度 の地区研修会は、

ソロプチ ミス トの会員としての心構えや

組織の仕組み等、日頃理解をしているよ

うで中々身につかない部分を学ぶことの

出来る良い機会だと思われます。休憩時

間には、支援 しているタイのTシ ャツの

販売もでき、県内の物産のお土産コーナー

も会員たちの楽 しみの一つとなったよう

です。終了後は直ちに帰る会員、又、秋

の甲斐路を観光 しながら一泊 して家路に

着いた会員たち、それぞれ相互の親睦も

深め、学び、有意義な一日のようでした。

私たちホステスクラブも大役を無事果た

せたことに感謝した研修会でしたc
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今年度Σ・Sス ポンサーシツプ委員会といたしましては、Sク

ラブ委員会の改革から始まりました。その一環といたしまして、

学校より推薦されましたSク ラブ委員の生徒さんへ賞状をおく

ることになりました。本年度は遠藤真美さん、佐野さやかさ

んの2名 の方にさしあげることができましたc先生や受賞され

ました生徒さんからとてもよろこばれましたここれからの活

躍が期待されます。
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第三回日本東 リジヨン・ユース・フオーラムに参加 して c

本年は生徒の都合を考慮 し8月 24日 、25日 と夏休み中に行われました。

～社会 と、～世界 と"の テーマに基づ き、各学校 よ
“私たちのコミュニケーシ ヨンを考える ～個人 と、

り生徒 さんを募集 し、 SI山梨では、山梨学院大学附属高等学校、甲府湯田高等学校2校、6名 の応募をい

ただき、その内の3名 、伊東彩香さん、江原瑞貴さん、ベイッド・アビシエイク君 (イ ンド)が選ばれて東

リジヨン・ユース・フォーラムに参加いたしました c

今のコミュニケーシヨンは、携帯電話やメールが多 く 目を合わせての会話が少な くなつた事、会話が

無いと互いを理解する事 もで きない

ので誤解が戦争にまで発展 して しま

う事 もある等、 3名 の生徒 も活発 に

意見を出してお りました。

多 くの人の中で話をしたことで自

分に自信がついた、良い友達がで き

たと喜ばれ、ユース・フオーラムが

有効だつたことを嬉しく思いました。

ここまでに運ばれた東 リジヨン・

ユース・フオーラム実行委員の方々

に感謝いた します。又生徒 さんを送

り出して下 さつた、山梨学院大学附

属高等学校、甲府湯田高等学校の校

長先生はじめ担任の先生方のご協力、

大変有難 とうございました。



寄せられた感想文より

今日は、夢のような一口を本当にありがとうございました.

国際ソロブチ ミスト山梨の皆々様、本当にありがとうこざいましたc

森の子の集いが、移動サロンを持てたなんて !皆 々様のお陰であこがれて夢にまで見た 「乙女高原」へやつと行けましたcや はり名

前の通 りの所だなとしみじみ思い、今帰つても酔つた気分でお ります。大柴洋子さんともこ一緒だつたことは、意義深いことだと思い

ます。
「春くまゼミJに大歓迎された気分でした。名前は知っていましたが、

なき声は初めてで、すつかり魅了されてしまいました。大きな感動です。

たか―い大空と森に向かつて精一杯声張 り上げて歌が歌え、私にと

って至福のことです。大きな本が沢山あつて、ず―つとここで頑張つ

てきたんだなと思うと同時に、ほそ―い、ほそ―い茎の草本が精一杯

生きている元気さに皆で 「頑張ろうネ」と誓いました。私は余 り遠出

しないので、こんなに楽 しくつて、きれ―いな空気沢山吸えて、体が

丈夫だつたら…と思います。

私もです力ヽ 精神障害者の人々は、こういう機会は殆どめったになく、

既に入院中のお友達 まで招いて下 さり、送つてまでいただいた皆様の

深いおやさしさ、胸がいつぱい。ありがとう |

卜を歩くことが殆どなくなっている日々、 「乙女高原Jのほどよい坂、

上を思いきり歩けて幸せそのものでした。

精神障害者が、世間ヘアピールできるようになつたのも、皆々様の

お陰といつもこ恩を忘れたことはありません。

画期的な今回の企画、国際ツロプチ ミスト山梨の皆 々様、ボランテ

ィア協会の皆々様、心深きより感謝 し御礼申し上げます。

され―いな空気、大地、緑、ありがとう。

皆々様 大変ご苦労様でございました。

何卒 今後共よろしくこ指導お願い中しあげます。

重度心身障害者の甲府西病院でボランティア活動を始めて20余年たちます。

毎月 1回 のおむつ畳みの折に見るおむつの傷みをみて毎年年末のクリスマスの

頃、30反 のH西 を送 りつづけておりますc又病院内で行われます年 1回 の運動

会のお手伝もさせていただいておりますが一昨年は例会と、日乍年はC地 区研修

会に重なりお手伝いする事が出来ませんでしたこお手伝い出来ないかわりに一

昨年は一人一人にお菓子の差し入れをいたしましたが、喉につかえて食べる事

が出来ない人が多く、病院からの希望でカラオケセットをお層けいたしました。

サi具屋で買入した物ですが、歌うノ、あり、聞くだけのノ、ありだと思いますけれ

ど、たとえ一時でも多くの患者さんの心が|き されるならばと願つています。

大友千賀子 ネ?l絆奪hrT鰍載ミミミヒ琶≧I∫諾ず轟生活し
た喜びが 「正首明和Jの教 えが、福祉の原点 となっていますcこ れか ら会の活動 に

参加 させて頂 き、諸先輩の皆様方の御指導を仰 ぎなが ら微力ではございますが、一

生懸命努力 して参 りたいと思います。 どうぞよろしくお願い致 します。
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国際 ソロブチ ミス ト||1梨 に人会 させていただ きまして、あ りが

年末チ ャ リテ ィー コンサー トヘ何度か参加 させていただいた折、皆様方のこ活躍

を拝見 させていただ き、深 く感銘 を受けました。そんな事があ りましただけに、お

仲間に入れていただきました事を、 とて もうれ しく思ってお ります .

諸先市方のこ指導をいただきながら、国際ソロプチ ミストの会員として、社会の

お役に立てるよう、努力してまいりたいと存じます。どうぞよろしくお願い致します。



ぼくの手に、きみの手にも、本を一本。町をみどりに。アジアをみどりに。

日本東リジヨン20周年記念プロジェクト、山梨クラブ30周年記念事業の一環として、HAND IN HAND

を取り上げる事になりました。NPOの プラントアツリープラントラブに協力、愛知万博 (愛・地球博 )のパー

トナーシツプ事業です。この事業はあくまでも主体は子供達なのです。子供達が企画し、自主性を持っ

て活動します。それを大人がサポート

しアドバイスします。東リジヨン各クラ

ブがそれぞれの計画をたて実行に

向て活動し、すでに実行に移したりも

しております。休耕田を利用しレング

畑に変える子供達、目白通りのイチヨ

ウ並木の下に花を咲かせようと駅長

さん始め大人の協力の元で頑張る目

白通り近くに住む子供達と様 で々す :

山梨クラブでは、3委員会合同で5=

5日 子供の国でSクラブ・カー lレ スすす

卜を中心に花の種の配布を行 1ヽま し

た。これは本番前の前硝戦で2005

年の本番、アジアの子供達の植
=1祭

が控えております。私達 |よこの主趣に

ピッタリのタイの子供達と同日同時に

植樹を行いましょうと言う計画です。

田平先生と尼僧会のシスターi主に仲

立ちをお願いする事と思います。私

達はタイで十年前にマンゴーの樹を

植樹させていだだいております、今度

はタイの子供達が主体になって大き

な植樹
‐
祭になる事を期待しておりま

す。目標は「人と人、人と自然のコミニ

ュケーション」植樹を通して子供達の

人間性を育てようと言う活動です。

国際ソロプチミスト山梨

子どもたちが夕台める,舌動です。

大人のみなさん、学生のみなさん、サポーターになってください。

学校と住よいをむすぶ身の周りを も,と 自然とうるおいのある町に,

アジアの子どもたちの、秋の植樹祭 2005.9.25 言長澁 緻鱚趙繹硯鼈£増〕:η電燒大文稟IE
センター /社会法人 国土緑化推進機構 全国緑の少年団連盟 /国 際ソロプチミストアメリカ

踏フ瑞廷(嬌∬讃趾籠言稽/聰名1席nf選5714
am/pmジャバンHANDIN HAND

PLANT A TREE PLANT LOVE FOR ASIAN COUNTRIES



活 動 と組 織 2003年 7月 1日 ～2004年 6月 30日

山梨県障害者福祉充、れあい会議 日本フォスタープラン協会支援金
NHKI工 1内 助け合い笥:付

|チ ャリティーディナ刊艦金より

'
NHK海 外助け合い寄付      ″

テレビロ1梨厚生1文 化事業団     〃

山梨HH新聞厚生文化事業団   〃

山梨ボランティア協会      〃

山梨女性団体 (協 )

(員

`)山

梨県臓器移植推進財団寄付
1財 )山 梨県緑化推進機構 「緑の募金J

ガールスカウト支部特別賛助会費
チャリテ ィーラン寄付
森の子
まちなかふれあいワールド

国際連合協会山梨支部

赤い羽根募金

命の電話
ボランティアセンター

国際会長アピール

カルフォルニア山火事救 l14会

5-Oプ ロジェク ト

連盟災害救援基金

難民救済

プロジェク トインデペ ンデ ィング

災害救援基金

資金開発 協議会

日本東リジョンチャリティー |チ ャリティーバザー収益金より, ノ

日本東リ

会 長

冨1会長

ョン教育委員長

風 問 雅子

人権女性の地位委員 日本東リ

仁代

ョン指名委員

橘 田 祀子

望月 淑子

雨富 和子

上原 桂子

入倉美奈子

砂田 治子

セクレタ

セクレタ

トレジャ

リー

リー

新海 勝子

風間 雅子

天野 とき

秋山 桂子

中村けさ代

上原 桂子

雨宮 節子

網倉千恵子

相澤佐代子

小沢 房子

雨宮 和子

矢崎 京子

坂本美知子

飯田 節子

成澤 洋子

小林 隆子

谷沢佐知子

中丸 輝江

ト

理

理

田辺 文子

相澤佐代子

手塚 淳子

雨宮 和子

三井 仁代

加賀美通子

飯島 朱美

事

事

経済的社会的開発

教  育

環  境

保  健

人権/女性の地位

|ベン∫V管設霞タデ雷Ъップ
ΣoSスポンサーシップ

財  務

規約決議

SOLT
メンバーシップ

財  団

広  報

歳  入

出  席

望月  淑子

井上  昌子

小宮山美知子

野口 美代子

大久保 智子

桧垣  節子

砂田  治子

高村 美智子

網倉千恵子

上原 桂子

飯島 朱美

矢崎 京子

寺田 岸子

雨宮 和子

坂本美知子

手塚 淳子

本内ふ じ子

小澤 房子

橘田 祀子

寺田 岸子 典 子

中丸 輝江 野口美代子 本内ふ じ子

飯田 節子 新海 勝子 加賀美通子

風間 雅子 雨宮 節子 成澤 洋子 高村美智子

望月 淑子 三科 典子 田辺 文子

中村けさ代 橘田 證子 大久保智子 相澤佐代子

三井 仁代 砂田 治子 桧垣 節子 小澤 房子 谷沢佐知子

井上 昌子 小林 隆子

天野 とき 秋山 桂子 小宮山美知子

●2004年 6月 編集/広報委員会

国際ソロプチミス ト山梨事務局 甲府市中央 3「 Hl1 5 上原仕子方
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役員名簿

●プログラム委員会

委 員 会 名 委員長名 口貝委

三 科

●|テ
ークニカル委員会

委 員 会 名  1 委員長髪 員委


