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国際ゾンタ 26 地区エリア 4
エリアディレクター 井野 節子
TEL:079-254-5717 FAX:079-254-5751 E-mail:d26area4director@zonta-d26.jp
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
国際ゾンタ 26 地区
③ 各地域にあった奉仕／アドボカシー活動を展開する
2016-2018 年
④ 女性と女児への暴力撲滅
目標と方針
⑤ 横浜 Convention の広報と協力
10/30：盛岡ゾンタクラブ設立 30 周年記念式典
10/1 ：横浜ゾンタクラブ設立 50 周年記念式典
10/14：札幌Ⅱゾンタクラブ設立 30 周年記念式典 11/8 ：ゾンタ設立記念日
26地区
11/15：アメリアイヤハート応募締切
10/16：姫路ゾンタクラブ設立 10 周年記念式典
予定
10/16：第二回理事会
お彼岸になりますと近くの田んぼや道端に彼岸花が咲いています。自然は
几帳面ですね。白や黄色の彼岸花もあるそうです。
皆様の地域では台風の被害はありませんでしたでしょうか？ 9 月に入り例
会訪問を開始しました。皆様に教えていただくこといっぱいで楽しく回らせて
いただいています。
≪各クラブの周年事業の「招待」「一般登録」の基準取り決め≫ ※地区の Protocol Manual 記載より抜粋
１，エリア内の会合においてはエリアディレクターは来賓として取り扱われるべきである。
２，ガバナーがクラブを訪問するときは、クラブは地区ガバナーに対して来賓としての礼節をつくさなければ
成らない。
３，クラブは公式の訪問でなくとも訪問をしてきた地区会計やエリアディレクター等の地区役員にあらゆる礼
節をつくすこと。
※運営の書 〈第 6 項〉 役員：地区役員はガバナー、副ガバナー、エリアディレクター、会計、書記とする。
※「来賓であっても一般登録であっても」当年度の役員間で取り決めた事があります。例：招待時はお祝い金
として登録料と同額、一般登録時は祝い金無しとする。
≪世界大会の決定等の閲覧方法≫ 国際ゾンタのホームページ参照 http://www.zonta.org/
≪エリア通信の閲覧≫ 地区のホームページ参照 http://zonta-d26.jp/
≪AD の活動報告≫ 9/13：フェニックス神戸 ZC 例会訪問 9/15：神戸 ZC 例会訪問
9/21：岡山 ZC 例会訪問 9/24：福岡 ZC チャリティーディナーショー参加
エリア4 エリアディレクター 井野 節子

表 彰
鳴門 地域文化の活性化に貢献した個人や団体を顕彰する「第38回サントリー地域文化賞」がＮＰＯ法人鳴
門第九を歌う会に贈られたが、理事長大塚道子及び副理事長飯原道代は鳴門ゾンタクラブの会員である。
1982年からの演奏会継続のみならず、中高生向けの合唱指導やドイツ公演など国際交流にも貢献している
ことを、鳴門ゾンタクラブは誇りとし今後も支援してゆきたい。
北九州 ＧＺのカンボジア教育支援プロジェクトチームが国際ソロプチミスト北九州より学生ボランティア賞
を受賞しました｡
安芸コスモス 畠知恵子 セメイ市より感謝状受賞：同市から約１００ｋｍ西には旧ソ連のセミパラチンスク核
実験場が広がっている。核実験場の面積は四国と同規模。１９４９年より４０年間、約４５０回以上の核実験が秘
密裏に行われました。今年11月には政府の招待で大統領が来日の予定です。福島・更には北朝鮮の核実験等、
そろそろ、女性たちが世界の核の実態について目を向ける時が迫っているように思います。
姫路 8/31 青色パトカー贈呈式、
安全祈願祭、出発式 水尾神社
9/1神戸新聞掲載
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クラブトッピクス（8 月～9 月）
鳴門
★9/17 の合同例会
では、アナウンサー
平木彰子氏の実践
的な司会の手ほどき
を受けた。各種研究
会、エリアミーティン
グ、周年式典など活用の場が多
いので真剣に講義を聞いた。

フェニックス神戸
★8/19（金）県立総合リハビリテー
ションセンターにて「真夏のロビー
コンサート」ヤングシルバーズ（10
名）の軽音楽演奏を楽しんだ。

★9/13（火）後期フｴニックス育英
奨学金贈呈式、奨学生としては
来春大学卒業予定のため、最終
の贈呈式となる。就職活動の苦
労話を聞く。

岡山
★8/17 献血ボランティア ★
9/21 エリア 4 ディレクター井野
節子様訪問例会

高松
★8/31 真鍋洋子さん 26 地
区ガバナー就任のお祝い会 ロ
イヤルパークホテル「錦」

沖縄
★9/10（土）PM4:30～ 沖縄ゾン
タクラブ ゾンタバザー 特別
養護老人ホーム大名 『大名ま
つり会場内』 参加者：300 名
※森川ひまりちゃん（拡張型心
筋症）を救う会への募金活動
〔まつり会場内にて〕

北九州
★ハートフルパーティの経過報告
役員会と定例会でチラシとチケット
を配布 来賓・招待者・協賛社名簿作
成と案内状発送と報道依頼

姫路
★9/15（木） 第 4 回チャイルド・
ケモ・ハウス支援の為のチャリテ
ィー・ゴルフ・コンペ

高松Ⅱ
★奉仕活動：8/1 児童養護施設
亀山学園にて紙芝居・ビンゴゲー
ムを実施した。 （実施準備
7/20 亀山学園と打ち合わせ、
7/26 丸亀図書館にて練習）児童
と先生の約 40 名が参加、好評を
いただきました。

ＳＥＮ姫路
★8/27、9/24 兵庫県立歴史博物
館ロビーコンサート協力
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安芸コスモス
★9/16 広島市議会 「女性議
員との懇談会」参加
★8/23～31 カザフスタン訪問
広島の若者、専門家（放射線物
理、医療）小畠会員
現地で平和式典、国際会議参
加、日本語学習者、医療従事者、
小児病院への医薬品贈呈と交
流。セメイ市長から１８年の医療
支援と留学生受け入れに対して
感謝状を頂戴しました。

福岡
★9/24 一年間の中で一番大きなイベ
ントであるチャリティディナーショーを
終え、今期から迎えた新しい５人のメン
バーともに、会の団結力が高まったよ
うに思えます。昨年のイベントと比べて
も、メンバー自身が積極的に前へ出よ
うとする姿があちらこちらで見え、何
よりも奉仕に対する姿勢がとても自主
的なものに変わっていることに喜びを
感じます。また今回のイベントで三宅定
子氏にゾンタの話をして頂き、ご来場
者の方々には、ゾンタが世界組織で活
動していること、そのような会が福岡
にできたことを改めて感じて頂けたと
思います。横浜での世界大会のアピー
ルもできました。福岡市からは、市長の
ビデオレターをいただき、副市長にも
ご出席いただき、ご挨拶いただきまし
た。岡山から４名、北九州から１１名のゾ
ンシャン、井野エリアディレクターにも
ご参加いただき、感謝いたします。

クラブ活動報告（8 月～9 月）
徳島 （１３名）
◇8/1 理事会 ◇8/22 例会 ◇8/26 女性協議会全国大会(山梨) 会長出席 ◇9/5 理事会 ◇9/17 鳴門ゾ
ンタクラブと合同例会 卓話「司会は見配り気配り」講師アナウンサーグループの先生による司会について勉強
鳴門 （３２名）
◇8/8 理事会 ◇8/17 例会 *2018 年ゾンタ世界大会 in 横浜開催準備基金への寄付を決定（クラブ及び個人）
*ニース世界大会の報告（和田津会員）パワーポイントにて詳しく紹介した ◇9/1 鳴門市長と面談（会長他 1 名）
設立 40 周年記念寄付の件、ＤＶ被害者支援センターの市の現状 ◇9/7 徳島県女性協議会第 2 回理事会に杉本
副会長出席 徳島輝く女性交流カフェ（11/13）協力の件 ◇9/8 理事会 ◇9/17 徳島ＺＣとの第 34 回合同例会
（鳴門会場）*卓話 講師 ｱﾅｳﾝｻｰｸﾞﾙｰﾌﾟカインド代表 平木彰子氏「司会は、目配り、気配り」 *11 月のバザー、
児童画展、移動例会、2018 年 40 周年事業、アメリア・イアハート奨学金等検討
岡山 （２２名）
◇8/2 理事会 ◇8/17 例会 9：45～献血ボランティア 16 時まで交替でお手伝いしました。 ◇9/6 理事会
◇9/21 例会 エリア 4 ディレクター井野節子様訪問例会 ゴールデンＺクラブ歓迎会
神戸 （１１名）
◇8/18（木） 例会 ◇8/24（水） 理事会 ◇9/15（木） 理事会及び例会(井野 AD ご訪問) ◇8/21 より第 9 回
エリア 4 エリアミーティングの準備を開始 ◇9 月基調講演決定、ホテル打ち合わせ、来賓依頼等
高松 （４０名）
◇８/10 例会・移動例会場所決定。・ゴールデン Z クラブを例会行事に招待することを検討。・地区大会準備委員会
を立ち上げる。・ローズデー記念茶会、チャリティバザーについて各委員長より報告。・卓話「ニース」よもやま話、
高松ゾンタクラブ 佐藤・松田・三野・森田さん ◇8/26 理事会 ◇9/12 例会・横浜国際大会準備基金について
審議。・県のワンストップ支援センターの取り組み状況をアドボカシー委員長より報告。・ローズデー記念茶会、チャ
リティバザーについて委員長より報告。・卓話「一般財団法人 砂原児童基金の設立趣旨と今後の活動」副題（子
供の貧困とは？対策は？）講師 理事長 砂原英二氏 ・14 日、会計より横浜国際大会準備基金へ送金 ◇9/23
理事会
沖縄 （１６名）
◇8/20(土) 役員会・定例会 〔会員勉強会：子どもの貧困問題について〕 ANA クラウンプラザホテル沖縄ハー
バービュー講師：堀川 愛氏 （沖縄県子ども総合研究所 所長） ◇9/9(土)役員会・定例会
北九州 （２９名）
◇8/6、9/3 役員会 ◇8/22、9/20 定例会 ①卓話 ｢ＳＤＧｓとジェンダー～アドボカシーの重要性について｣
内部講師 ・・・ 三隅佳子国連委員長 ◇9/24 福岡ゾンタクラブﾞチャリティディナーショー参加 11 名
フェニックス神戸 （１１名）
◇9/13 理事会・奨学金贈呈式・例会（ĀⅮ井野様のご出席を得て、次期国際大会、アジア大会などの日本に対する
期待の大きさを実感したとの卓話） ◇8/19 リハビリテーションセンター中央病院のロビ－で黄色いピアノとバ
ンドの演奏会 ◇9/24 コーラスと国際料理（日本料理・きのこごはん）を楽しむ。（留学生会館にて）
安芸コスモス （１７名）
◇8/4 道田涼子コンサート出席 ◇8/6 例会 ヒロシマ祭り参加 ◇8/9 役員会 ◇8/30 ワンストップセンターひろ
しま窓口設置 ◇9/8 奈良万葉 ZC 移動例会で来広島。ピースボランティアガイド紹介 ◇9/13 役員会 クリスマ
スチャリティちらし＆概要 ◇9/27 例会 持ち寄りオークション 卓話 作家 見延典子氏「頼山陽の母につい
て」
姫路 （２１名）
◇8/6 理事会 ◇8/18 あいめっせ登録団体連絡会出席 ◇8/19 例会 10 周年準備 ◇8/20 姫路男女共同参
画を進める会出席 ◇8/31 10 周年記念事業の青パト安全祈願＆贈呈 ◇9/5 奉仕委員会、広報委員会 ◇
9/10 ばぶうフエス IN 姫路２０１６出席 ◇9/12 理事会 ◇9/15 チャリティーゴルフコンペ ◇9/15 例会 10 周年
準備 ◇9/25 大釜子ども王国行事参加 ◇9/26 10 周年委員会
ＳＥＮ姫路 （２７名）
◇8/17（水）理事会 例会（卓話：公文について：公文姫路事務局長/久保安行氏） ◇8/18（木）あいめっせ登録団
体連絡会出席 ◇9/21（水）理事会 例会（卓話：美容に関する話：松尾淳平氏） 新会員オリエンテーション・入会
式 ◇9/29（木）あいめっせ登録団体連絡会出席
高松Ⅱ （１０名）
◇8/18 例会 高松ゾンタクラブより松田様・佐藤様が国際大会の報告に来て下さる。 ◇9/5 香川県ワンストップ
支援センターの実情調査 ◇9/12 例会 ワンストップ支援センター実情報告、アドボカシー活動の方向性 ロー
ズディーの内容の決定
福岡 （２７名）
◇8/18 リオパラリンピックゴールボール女子日本代表チームキャプテン浦田理恵選手講演会へ福岡ゾンタクラ
ブより数名参加 ◇8/22 役員会 例会 西鉄グランドホテル ◇9/10 臨時役員会 山田屋８Ｆ チャリティー
ディナーショーについて ◇9/12ＳＯＳ子どもの村主催コンサートに数名参加 お花スタンドを贈る ◇9/14 役員
会 グランドホテル ◇9/24 チャリティーディナーショー グランドハイアットホテル 18：00 開演 参加者数
340 名 32 テーブル 21：30 二次会 同ホテル、レッドローズの間にて

【エリア4会員数 13クラブ 276名】
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10/1現在

新入会員・退会者の報告
北九州 小鉢由美様（9/20） 八坂明日香様（9/20）
ＳＥＮ姫路 松尾弘子様（9/21）
【 退 会 】 神戸 関美和子様（8/15） 樽家泰子様（9/30） 永井富美代様（9/30）
【新会員】

イベント案内
島 ✿10/16 姫路ゾンタクラブ 10 周年式典に会員多数が出席 その道中で例会をする
✿11/5 第 14 回鳴門市立図書館に本を贈るためのチャリティーバザー 図書館前庭にて ✿11/5～
鳴
門
7 第 37 回鳴門ゾンタクラブ児童画展 図書館 3 階展示室にて
岡
山 ✿10/19 例会（講演）講師・演題未定 ✿11/28 ゾンタチャリティーバザー（高島屋岡山店）
神
戸 ✿11/27（日）「銀河の雫—はじまりはひとつ」上映会及び山元加津子氏講演会協賛（於:高槻）
✿2017/1/20（金）19:00 第 21 回チャリティービンゴパーティー ANA クラウンプラザホテル沖縄ハ
沖
縄
ーバービュー
✿11/30（水）18:00～21:00 北九州ゾンタクラブチャリティ基金 ｿﾞﾝﾀﾊｰﾄﾌﾙﾊﾟｰﾃィ 2016 秦万里子
北 九 州 スマイルコンサート～あなたの一歩が いっぱいの始まり～ リーガロイヤルホテル小倉 4Ｆロイヤル
ホール 参加費 15，000 円
✿10/14(金) 留学生会館「新入生ウエルカムパーテイ」 ✿11/23(水) 留学生会館「文化祭」フリ
ーマーケット・茶席・コーラスに出展（入場料無料） ✿11/19(土) 第 19 回チャリティバザー.体験コー
フェニックス神戸
ナー新企画.神戸外国倶楽部 500 円 ✿1 月 新年懇親パーテイ ✿2 月 早春のロビーコンサート
総合リハビリテーションセンター
✿10/29 カザフスタン訪問報告会 ✿12/5 第 13 回クリスマスチャリティコンサート リーガロイヤル
安芸コスモス
ホテル 11,000 円予定
姫
路 ✿10/16（日）11：00 姫路ゾンタクラブ 10 周年記念式典・祝宴 ホテル日航姫路 15,000 円
✿11/16（水）10：00～15：00 第 4 回チャリティーバザー ホテル日航姫路 入場料 500 円（コーヒ
Ｓ ＥＮ 姫路 ー、菓子付） ✿11/20（日）10：00～15：00 あいめっせフェステイバル「あいめっせ保健室」（健康相
談室） あいめっせ 4 階 第 4.5.6 会議室 無料
福
岡 ✿11/19 福岡市第 7 回音読朗読交流会に参加。子どもたちへの記念品を送ります。
徳

例会カレンダー
10月

11月

12月
2017年１月
19 日 18：00 阿波観光ホテ
21日18：30阿波観光ホテ
16日18：30阿波観光ホテ
ル(留学生を招待しインタ
徳
島 16 日 7：00 野外例会
ル
ル(新年会)
ーナショナルナイト)
17日18：30 ホテルアドイ 20 日移動例会 大阪府 17日18：00 ホテルアドイ 17日18：00 ホテルモア
鳴
門
ン
堺市方面
ン 会員バザーを含む ナコースト新年会を含む
19日12：30 ＡＮＡクラン 16日12：30 ＡＮＡクラン 20日12：30 ＡＮＡクラン 18日12：30 ＡＮＡクラン
岡
山
プラザホテル岡山
プラザホテル岡山
プラザホテル岡山
プラザホテル岡山
20日18：00 神戸ポートピ 17日18：00 神戸ポートピ 15日18：00 神戸ポートピ 19日18：00 神戸ポートピ
神
戸
アホテル
アホテル
アホテル
アホテル
12 日 18:00 ク リ ス マ ス 例
11日12:00 ホ テル ク レメ
11日12:00 新年例会 ホ
11日移動例会「勇心」
会ホテルクレメント高松
高
松
ント高松21Fシエロ
テルクレメント高松2F扇
21Fシエロ
15日11:30ANAクラウンプ 19日11:30ANAクラウンプ 17日11:30ANAクラ ウンプ
19日11:30 特別養護老人
沖
縄 ラザホテル沖縄ハーバー ラ ザホ テル沖縄ハー バ ラザホテル沖縄ハーバー
ホーム大名
ビュー
ービュー
ビュー
17 日 19:00 リーガロイヤ 21 日 19:00 リーガロイヤ 19 日 19:00 リーガロイヤ 16 日 19:00 リーガロイヤ
北 九 州
ルホテル小倉
ルホテル小倉
ルホテル小倉
ルホテル小倉
8 日 18:00 国際交流会館 13日18:00移動例会
10日18:00国際交流会館
フェニックス神戸 23日11:00移動例会
25 日 19:00 リ ー ガ ロ イ ヤ 22 日 19:00 リ ー ガ ロ イ ヤ 5日18:00リーガロイヤル
24日19:00新年会場
安芸コスモス
ルホテル
ルホテル
ホテル
14日13:00ホテル日航姫 18日13:00ホテル日航姫 16日13:00ホ テル日航姫
20日11:00姫路護国神社
姫
路
路
路
路
19日18:30ホテル日航姫
14 日 18:30 ホテル日航姫 18日18:30ホテル日航姫
9日18:30ホテル日航姫路
Ｓ ＥＮ 姫路
路
路
路
11日12:30オークラホテル
11日19:00オークラホテル
12 日 19:00 オークラホテ 11日12:30オークラホテル
丸亀 井野AD様クラブ訪
高 松 Ⅱ
丸亀
ル丸亀
丸亀
問
17日（第 3月）19：00西鉄 日未定19：00西鉄グランド 12日（ 第2月）18 ：30 博 多
未定
福
岡
グランドホテル
ホテル
い津み
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