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国際ゾンタ26地区 2016-2018年 目標と方針
① 会員増強と新クラブ設立
② 女性の権利を擁護するリーダー的組織であり続ける
③ 各地域にあった奉仕／アドボカシー活動を展開する
④ 女性と女児への暴力撲滅
⑤ 横浜Conventionの広報と協力
各クラブにアドボカシー取組予定と性犯罪ワンストップセンターの現状をお聞きしました
★横浜・・・8/26に施設や子育て支援センターの子供たちを招待して野球観戦に行ったこともひとつのアドボカ
シーと考え、こういった支援を今後も続けていきたい。また、もう少し深く掘り下げ例会で取り上げていきたい。
★岐阜・・・アドボカシー委員長を講師にお招きし、勉強会の日程調整中。
★松本・・・ワンストップ支援センターの設立に向けて。長野県と松本市を中心に、現状把握と設立への活動を着手。
11月例会で「ワンストップ支援センターについて」講師により聴講、テーブルトークにて今後の方向性を見出す。
子育て支援については、まず学習し、テーマを決め提案していく。
★名古屋SORA・・・愛知県と名古屋市の取り組みの現状を把握する。
★横須賀・・・女性が輝く社会というのに、現状は保育所の待機児童はゼロには程遠い。子育てと仕事に
追われ体も心もゆとりが持てない、働き方を考える時期ではないのでしょうか。時間で縛るような労働でなく、
ゆとりがもてる柔軟な働き方を考えないと、こどもの成長に影響を及ぼしかねないと思います。
各クラブの
★東京Ⅲ・・・渋谷区議員より現状を伺い、都議会議員へ繋いで頂き、東京都の取り組みを伺う方向。
アドボカシー
詳細については次回例会にて話し合う。
取組予定
★群馬・・・子供は宝！その通りです。未来ある子供たちへ力添えを!!
現在のところはまず、ＤＶ被害の現状把握、その方々への支援等の検討を行っている。
★山梨・・・里親の会を支援、広く地域に里親里子の制度と現状を知っていただくこと、問題点を探り、改善等できる点は
声を上げるという事をする予定。
★横浜・・・H26年の横浜市内の刑法犯罪認知件数は1日当たり71件起きている。犯罪被害者の支援は県警察、横浜弁
護士会、横浜地方検察庁等に相談室があるが、性犯罪としての相談室はなく犯罪の中の一つとして扱われているのが
現状。横浜市ではH24年から犯罪被害者支援のため、「横浜市犯罪被害者相談室」を開設、相談支援を行っている。
★東京Ⅱ・・・SARC東京（性暴力支援センター・東京）の状況を把握している。また、専門家の意見も伺う予定。
★岐阜・・・ぎふ性暴力被害者支援センター開設（H27年10月15日）
クラブとしては、相談件数等の状況を調査し把握している。支援センター担当者の卓話計画中。
★松本・・・長野県の取り組み⇒H26年準備開始、H28/7/27開設「長野県性暴力被害支援センター『りんどうﾊｰﾄながの』
形態＝ｾﾝﾀｰと病院の連動型 代表＝長野県直営 担当＝県民文化部人権・男女共同参画課人権尊重係
★名古屋SORA・・・H28/9/26に「民間DV被害者保護施設の実状を知る」に出席
★かながわ・・・横浜市ではワンストップセンターはNPO法人の犯罪被害者支援センターの一部に組み込まれている。
★横須賀・・・神奈川県には相談型の支援センターがあり。公的な所とNPO団体がたちあげているものがあり。
横須賀市には、公になっていないが、ワンストップ支援センターが存在する。（デユオ横須賀調べ）
性犯罪
逗子市はなし。
ワンストップ
★群馬・・・会員の友人の旦那様が被害者支援センターの理事をしている。
センターの
お会いする機会を作り、お話を聞きに行こうと考えている。
現状について
この夏は暑さと次々と日本にやってきた台風や大雨に悩まされました。
被害を受けられた方々には心からお見舞い申し上げます。
そして、やっと秋が見えてきたところです。
冒頭に掲げました26地区の目標に沿って、エリア2も「女性と女児（子ども）への暴力撲滅」に取り組んで参ります。
そして力を合わせて活動することで私たちゾンシャンとしての意識を高められたらと思います。
エリア2 AD 榎本 和

クラブ トピックス
東京Ⅱ
8/18（木）「かものはしプロジェクト（子供が売られない世
界をつくる）」による卓話が開かれ、若い恵泉女学園大学
GZのメンバーと共に世界で何が起きているかを学ぶ機会
を得られました。

横浜
8/26（金）子育て支援センターの子供たち30人を横浜スタ
ジアムの横浜Dena対巨人戦に招待しました。
筒香選手と山崎選手と記念撮影も行いました。

名古屋SORA
8/28（日）元SOMクラブ7名と食事会を開催しました。

横浜
新たに会員が4名
入会されました！
今後のご活躍を期待します。

松本
軽井沢親睦旅行（ホテル音羽の森にて）
ローズ基金へご寄付（目録）をいただきました

地元の方々へ
ゾンタの紹介

8/21（日）岐阜市民栄誉賞を受賞された安田多賀子様の
受賞祝賀会が岐阜グランドホテルにて開催されました。
安田様からローズ基金へご寄付をいただけるとのことで
目録をいただいてまいりました。
（エリア２AD）
岐阜
公開例会「南海トラフ地震に備えて私たちができること」

群馬
納涼例会

クラブ活動報告
クラブ名
東京Ⅰ
№492 / 16
横浜
№594 / 18

活動内容

・8/9（火） バザー打合せ
・9/17（土） 例会
・8/24（水）会員相互の親睦を兼ねた暑気払い（中華街にて）
・8/26（金）施設、子育て支援センターの子供たち30人を横浜スタジアムの横浜Dena対巨人戦に招待。
野球選手（筒香選手と山崎選手）との記念撮影も。
・9/13（火）かながわゾンタクラブ 女優稲垣美穂子さんの卓話と懇親会に参加、3名。
東京Ⅱ
・理事会：8/4（木）、9/1（木） 例会：8/18（木）、9/8（木）
№1071 / 22 ・8/18（木）卓話：認定NPO法人「かものはしﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（子供が売られない世界をつくる）」によるカンボジア
の現状報告。7名の恵泉女学園大学GZクラブのメンバーも参加
・9/17（土） 津田塾大学同窓会会議室で開かれた被害者支援NPO団体の取り組み
「性暴力被害の実態と支援、ともに生きる社会を求めて」の講座に2名参加
岐阜
・8/7（日）8月臨時理事会
№1078 / 21 ・8/19（金）8月理事会・例会：臨時特別委員会設置、委員会参加者申込受付
・9/16（金）9月理事会・公開例会
講演会「南海トラフ地震に備えて私たちができること」 講師：ﾌｫﾄｸﾞﾗﾌｧｰ・防災士 三浦寛行氏
（一般参加者：63名
他クラブ参加者：8名 会員：19名 合計91名）
松本
・8/18（木） 例会・会員卓話（西村）「これもボランティア」
№1522 / 42 ・8/28（日） 親睦旅行（軽井沢方面、新クラブ設立可能性に向けて第一歩）
・8/29（月） 新入会員予定者面接
・9/15（木） 9月例会 ・9／16 岐阜ゾンタクラブ公開例会参加（5名）
名古屋SORA ・8/10（水）例会 エリアミーティング打ち合せ
№1531 / 9
・8/28（日）理事会 元SOMクラブ7名と食事会
・9/11（日）あいち国際女性映画祭2016年出席6名参加
・9/14（水）例会 卓話「シェルターが見たDV被害」 CAPNA副理事 小久保 裕美 様
・9/16（金）岐阜ゾンタクラブ公開例会「南海トラフ地震に添えて私たちができること」3名参加
・9/18（日）理事会
・9/26（月）「民間DV被害者保護施設の実状を知る2016」に3名参加
かながわ
・8/4（木） 会員親睦会 「シェ カミヤ」にて
№1598 / 13 ・9/13（火） 例会卓話 女優、稲垣美穂子氏による「青少年の心を育てる演劇」についての講話と
朗読。ゲスト8名参加
横須賀
・8/23（火）例会・会員の親睦をかねて三浦半島の三崎漁港へ。漁協おかみさん食堂での食事
№1665 / 6
・9/9（金）市民まつりフリーマーケット抽選申し込み
・9/13（火）UN Women日本協会よこはま主催セミナー「JIKAの活動からみるジェンダーと開発」
講師：田中由美子JIKA国際協力専門員・UN Women理事 （写真右端）
（タイから日本への人身取引とネパール森林保全プロジェクトの事例紹介後
グループ別討論と発表）
横浜男女参画センター
・9/20（火）例会（国際ゾンタ支援の歴史、フリーマーケット、ワンストップセンターの調査）
・9/23（金）市民まつり出店者会議（商工会館）

東京Ⅲ
№1677 / 13
群馬
№1890 / 12

山梨
№1939/ 25

・8/5（金）クラブ理事例会
・9/12（月）クラブ理事例会
・8/20（土）鐘の鳴る丘 夏祭り模擬店お手伝い
・8/27（土）納涼例会 焼肉乃上州
・8/31（水）理事会
・9/18（日）例会
・9/24（土）パーフェクト昼食付 健康講演会 参加
・9/28（水）理事会
・8/2（火）きずな会訪問
・8/18（木）理事役員会
・8/25（木）例会
・9/7（水）理事役員会
・9/11（日）ミュージカル「赤毛のアン」にきずな会の親子10組ご招待
・9/15（木）例会
・9/22（木）英和学院主催「世界と日本をつなぐ琵琶学」協賛、パンフレット配布しゾンタをPRする。

新入会員・退会者
●新入会員
東京Ⅰ 森住千津子様（9/17入会）
横浜 山川香里様（9/14入会）、小林まき子様（9/14入会）、
長張朋子様（9/14入会）、後藤竜子様
山梨 久保田ちよみ様（8/10入会）

Welcome to
ZONTA!！

エリア２会員数
2016/10/1現在 11クラブ 197名（＋6名）

クラブ名

イベント

東京Ⅰ

・11/20（日）チャリティーバザー 会場：新宿京王プラザホテル南館3階グレースルーム
・10/19（水）～25（火）銀座三越ギャラリー7F：篠田会員展示会

横浜

・10/1（土）横浜ゾンタクラブ創立50周年記念式典（ホテルニューグランド）
・12/4（水）クリスマスチャリティーコンサート（ホテルニューグランド）

東京Ⅱ

・11/6（日）京王プラザホテルに於いて姉妹クラブ台北ⅡZCの10人のメンバーと歓迎夕食会
・12/4（日）サントリーホールに於いてピアニスト大井健氏を迎えて、第5回女性障害者活動支援「エン
ジェル基金」チャリティーコンサートを開催

岐阜

・12/7（水）チャリティの夕べ2016 出演者：LEGENDによるコンサート
会場：岐阜グランドホテル ロイヤルシアター

松本

・10/20（木）例会時新入会員入会式
・10/27（木）第10回チャリティーバザー（ホテルブエナビスタ）2016年度寄付金・奨学金贈呈
・11/17（木）例会時講話「ワンストップ支援センターについて」

名古屋SORA

・10/12（水）例会で豊田由起子前ガバナーの卓話「持続可能な開発目標」
・11/3（木）ひかりのさとバザー
・12/14（水）例会でテーブルマナー勉強予定

かながわ

・12/13（火） クリスマスチャリティーコンサート、歌手 大庭照子様によるシャンソン、童謡、
クリスマス聖歌など。ランチと共に。（ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル）

横須賀

・10/16（日）市民まつり フリーマーケット（運動公園）

東京Ⅲ

・12/9（金）「虐待の件数が増えている現状について・問題と抑止するための方策」
各支援先の方々を招きお話を伺う。コメンテーター有(人選中)

山梨

・10/14（金）札幌Ⅱゾンタクラブ30周年記念式典参加
・10/23（日）甲斐市ワクワクフェスタにバザーブース出店
・10/27（木）松本ゾンタクラブバザーにブース出展
・11/17（木）例会に山梨ゾンタクラブ1周年記念としてオブザーバーを招待する。
・11/20（日）東京１ゾンタクラブバザーにブース出展（予定）
・きずな会より里親会のPRパンフレットを作成、配布を手伝うこと。
・乳児院ひまわり、山梨県きずな会のクリスマスイベント参加（予定）

10月

11月

12月

東京Ⅰ
松本
東京Ⅲ
東京Ⅰ
松本
東京Ⅲ
東京Ⅰ
松本
東京Ⅲ

18日（火）
20日（木）
7日（金）
19日（土）
17日（木）
1日（火）
20日（火）
15日（木）
9日（金）

横浜
名古屋SORA
群馬
横浜
名古屋SORA
群馬
横浜
名古屋SORA
群馬

12日（水）
12日（水）
9日（日）
9日（水）
9日（水）
20日（日）
14日（水）
14日（水）
11日（日）

東京Ⅱ
かながわ
山梨
東京Ⅱ
かながわ
山梨
東京Ⅱ
かながわ
山梨

13日（木）
11日（火）
20日（木）
6日（日）
8日（火）
17日（木）
1日（木）
13日（火）
15日（木）

岐阜
横須賀

21日（金）
18日（火）

岐阜
横須賀

18日（金）
15日（火）

岐阜
横須賀

16日（金）
20日（火）

