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🌸国際テーマ             

女性と女児のグローバルボイス       

🌸連盟テーマ             

夢を応援する               

🌸日本西リジョンテーマ      

女性と女児の生活向上           

～小さな一歩に誇りをもって～ 

   🌸2021-22年期寄付金 

防府市教育委員会 

防府市少年少女発明クラブ 

山口女性サポートネットワーク 

チャイルドライン山口 

赤い羽根共同募金 

  国際ソロプチミスト災害救援金 

国際ソロプチミスト関係の奉仕寄付金 

 

 



ごあいさつ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１年 クラブ リジョン他 

７月 モンロー高校生引き受け事業（中止）  

８月 ガールズサミット(野田学園高校生１名推薦) ガールズサミット 

９月 ２０２０－２０２１年期会報発行  

１０月 国際交流フェスティバル（中止） 国際ソロプチミスト 100周年記念大会 

（オンライン） 

１１月 チャリティーバザー(23) 

国際ソロプチミスト 100周年を祝う記念講演会 

（オンライン参加） 

日本財団年次贈呈式（京都） 

社会ボランティア賞受賞 
NPO 法人うべ☆子ども２１様 

１２月 クリスマス例会 赤い羽根募金 

２０２２年   

１月 ２０２１年度中間収支報告  

２月   

３月 女子高校生のための「夢の実現プロジェクト」冊子作製  

４月  リジョン大会（広島） 

５月 防府市少年少女発明クラブへ助成金贈呈 

教育・訓練賞贈呈（看護学校学生M様） 

山口女性サポートネットワーク、チャイルドライン山口

へ助成金贈呈 

５月例会 ルビー賞贈呈及び卓話（京井和子様）  

西リジョンより「夢の実現プロジェクト」に対し支援金 

ウクライナ支援のため寄付金を 

日本西リジョンへ 

 

６月 阿弥陀寺「華の宮」清掃奉仕 

防府市教育委員会へ生理用品贈呈 

 

この１年を振り返ってみて、まだまだコロナの影響に右往左往させられた

日々でしたが、ソロプチミストルビー賞、教育訓練賞、ソロプチミスト日本財団

での社会ボランティア賞とすばらしい賞を受賞することが出来ました。 

国際ソロプチミスト防府はボランティア団体ですので、これまでの事業で得

た収益は、全て奉仕資金として寄付等に使わせて頂いています。 

今年も防府市少年少女発明クラブ、山口女性サポートネットワーク、チャイ

ルドライン山口、そして昨年から始まった防府市教育委員会に生理用品を贈呈

することが出来ました。 

また、コロナ禍の中で延期になっていたチャリティーコンサートですが、 

２０２２年７月、まさに３年ぶりの開催に向けて準備を進めることが出来まし

た。初めての三友サルビアホールでの開催。来場された皆様に楽しんで頂ける

ことと思います。 

いろいろな活動が制限される中での会員 1 人 1人の努力が実を結んだ 1年で

した。国際ソロプチミスト防府は７月から認証３９年目に入り、これからも会

員全員一致団結して活動に取り組みたいと思います。 

 

 

 

 

 

国際ソロプチミスト防府 

会長 伊藤 美子 

２０２１－２２年期 国際ソロプチミスト防府 １年の活動 

 



一年間のあゆみ１  

＊バザー（2021 年 11 月 23 日）  

  今年も、形態を変更して開催する 

ことが出来ました。 

地域の皆様の御協力を心より感謝 

申し上げます。                             

＊クリスマス会（2021 年 12 月 16 日） 

 

    

 

     

＊リジョン大会（2022 年 4 月 21 日広島国際会議場） 

2 年ぶりの、リアルなリジョン大会が、SIA 本部長ミッシェル・バーネット氏らをお招きして広島にて 

開催されました。当クラブのリジョン理事喜多村美津子会員はじめ、６名が参加致しました。 

 

 

 

 

 

 

＊お誕生日おめでとうございます！（毎月） 

 お誕生日を迎えて 一言感想を                            

                          

                            

 

 

 

今年のプレゼン
トは持ち運びに
便利なミニ水筒
です！ 

 

 

 

 

クリスマスプレゼント交換、フルート演奏等、 

楽しいひと時を過ごしました     

 

   



 

一年間のあゆみ２                                    

＊教育委員会贈呈式（2022 年 6 月 23 日 防府市役所） 

                今年度も、防府市教育委員会へ 
10 万円分の生理用品を贈呈 
致しました。全国的にも、 
「生理貧困」がクローズアッ 
プされ、４０％近い子供たち 
が困窮しているとの情報も 
あり、少しでも子供たちの 
支えとなればと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

訃報 謹んでお悔やみ申し上げます 

國本満子会員（2021 年 11 月 16 日） 

●満子さん、共に笑い共に涙し、やさしい笑顔にいやされた日々でした。最後にお会いし

た時、両手で私の手をしっかり握りしめ、淋しそうに笑みを浮かべられたのが今も心に

残っています。ご冥福をお祈りいたします。（中原篤子） 

●國本さんとは、チャーター会員として一緒に入会する前から半世紀に亙る御付き合い

でした。毎年２～３回は九州、中国地方の各地を自動車旅行をし、特に美術館巡りは、楽

しみの１つでした。今は何かにつけ思い出し淋しい思いをしております。クラブでは、 

１０周年、２５周年の会長を務められ、リジョンはソロプチミスト日本財団の委員を 

なさり、クラブに貢献され、温かく、思いやりのある優しい方でした。これまでの御厚

誼に深謝し心よりご冥福をお祈りいたします。（光谷親子） 

 

澤田寿子会員（2021 年 10 月 26 日）       

澤田さんとは PTA、ベンチャークラブ、ソロプチミストを通じて長いお付き合いをさ

せていただきました。常に前向きで活動的、それでいて控えめで、会員をまとめ引っ張

っていくかけがえのない存在でした。リジョンの委員、委員長、トレジャラーに就任さ

れてからは、クラブとリジョンの架け橋として、防府クラブの進むべき方向性を導いて

くださったような気がします。たくさんの思い出を残して突然のご逝去、折々のご指

導、本当にありがとうございました。ご冥福をお祈りいたします。（喜多村美津子） 

 

 

 

 

 

１０万円分の生理用品 
です。市内の学校へ 
配布されました。  

教育長江山稔
様へ、伊藤会長
より目録を贈
呈。感謝状をい
ただきました。   

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 この度は国際ソロプチミスト防府様のご推薦で、 

NPO法人うべ★子ども 21は「社会ボランティア賞」を受賞する

ことができました。会員一同、心より厚く御礼申し上げます。 

今回の受賞は、私たちだけでなく、多くの方にも喜んでいた

だきました。全国にある、おやこ劇場から「おめでとうござい

ます！コロナ禍ですが、頑張って下さい！同じ、おやこ劇場の

会員として嬉しいです」という嬉しいメッセージも届きまし

た。劇団や子どもたちのために活動をしている団体からもお祝

いの言葉をいただきました。この度の受賞が、同じ思いで活動

している団体にとっても、自信や励みとなり、活動を継続して

いく原動力効果としても波及していくことを期待したいです。 

近年はコロナ禍で、公演などの開催が厳しい現状です。しか

し、中止するのは最終手段で、子どもが豊かな子ども時代を過

ごせるためには、という目的を忘れないように活動してきまし

た。まずどのようにしたら安全に、安心して舞台鑑賞、体験活

動を届けられるだろうかを考え、工夫していくことが大切だと

思います。そのような私たちの様子を伝えることで、これから

出会うかもしれない困難に、立ち向かう心身を持った子どもた

ちが育っていくことを願っています。 

活動に参加してもらうことで、ふるさと愛をもった子どもた

ちを育てることも目指しています。子どもたちが山口県を好き

になって、成人しても移住したいという思いを育むために、１

つでも多くの楽しい体験をしながら、多世代と関わりをもって

成長することが大切だと思います。 

ここ数年力を入れている、多世代交流につながる活動や、他

団体との交流は、子育て世代が子育てしやすい環境を作るとい

う点で、山口の地域活性化にもつながる、今後も継続して取り

組んでいきたいと思います。 

最後に、京都での贈呈式の日には、以前宇部市に在住してお

られたソロプチミストの方からもお声かけしていただきまし

た。このご縁を、大切にしつつ、国際ソロプチミスト防府様

が、「推薦してよかった」と思われるような活動を、今度も展

開してまいります。ありがとうございました。 

 

京井和子様（グリーフサポー

ト山口代表）が、ルビー賞を

受賞されました。ルビー賞は、

女性と女児の生活向上に貢献

している女性をたたえるもの

です。今年は、リジョン大会

では贈呈式がおこなわれなか

ったため、５月例会にお呼び

して贈呈式を行い、卓話をし

ていただきました。ご自身の

つらい体験から、同じ思いの

方々をサポートする活動を継

続されている京井様のお話

は、同じ女性としてもとても

心に響き、勉強になりました。 

 

NPO法人うべ☆子ども２１ 理事長 下郡ひづる様 
 

千 容子様、   下郡ひづる様、 伊藤会長 

日本西リジョン ソロプチミストルビー賞/夢を生きる：女性のための教育・訓練賞 

 

ソロプチミスト日本財団 
年次贈呈式  in 京都 

（2022 年 11 月 2 日） 
 

伊藤会長 京井和子様 

 

有利な就職を目指し、
教育と技術の向上に励
む女性に贈られる「女
性のための教育・訓練
賞」を当クラブ推薦の
看護学校学生M様が受
賞することができまし
た。 

受 賞 

 

 

女子高校生のためのキ
ャリアサポート、「夢の
実現プロジェクト」今年
も 15 名の女子高校生
が、自分の夢の企画書を
提出、1 冊にまとめるこ
とができました。クラブ
独自の企画に対して、西
リジョンからの支援金
を受けることができま
した。 

 

ソロプチミスト日本財団 

 理事長 
NPO 法人          

うべ★子ども２１ 

ソロプチミスト日本財団 
社会ボランティア賞受賞 



             

 

 

 

 

 

 

   

                

                

理事会メンバー 

2021年 7月～2022年 6月 

 

会 長   伊藤 美子 

会長エレクト   松本美和子 

副 会 長    田中 輝美 

C・セクレタリー   桑原奈緒子 

R・セクレタリー   原田 文子 

トレジャラー    山路ひとみ 

理事       青木 淑子 

理事       岩城 克枝 

 

役員交替式 伊藤会長と役員のみなさま 

 

【編集後記】  

新型コロナウイルス終息を願いなが

ら長い年月が経つ中、今年度も厳しい

状況下での定例例会を中止すること

なく、そして SI 防府の行事を縮小し

ながらも、無事終える事ができまし

た。会員一人一人の強い意志と安全安

心を願う中での行動は、会長をはじめ

全会員の苦労が沢山ありました。そん

な厳しい中でも本当に素敵な笑顔で

溢れています。一年間、本当にお疲れ

様でした。（広報委員長 酒井妙子） 

         

 

 

 

 
！ 

 

 

コロナ渦で２度延期になったチャリティーコンサートが、７月３１日(日)

に開催に決定。日ごろから、当クラブのボランティア活動に対し、ご理

解とご鞭撻を賜っていることに対し謝意をお伝えするために、防府市長

池田豊様を表敬訪問いたしました。 

防府市長を表敬訪問  

 

 

 

阿弥陀寺「華の宮」清掃奉仕  

 

 

久しぶりに、紫陽花が見ごろの「華の宮」を訪問、清
掃作業を行いました。 

 

～2021-22 年年期広報委員会～ 

委員長 酒井妙子、副委員長 岩城克枝 

委 員 喜多村美津子、倉重淑子、 

桑原奈緒子、田中輝美、 

山路ひとみ 

  

 

新理事会メンバーのみなさま、

どうぞよろしくお願いいたし

ます！ 

次期会長の松本さんから、伊藤会長へ花束贈呈。今年もコロナ渦で 

いろいろ制限のある中での会長職、１年間本当にお疲れさまでした！ 

2022 年 9 月発行 


