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AD便り ～ クラブ訪問編 ～

いつの間にか樹木が色とりどりに黄色や赤に衣替えし、まるで自然の美術館のようです。
街ではクリスマスに向けてイルミネーションが煌めいて参りました。
早いものでエリアデイレクターを拝命してからすでに半年が過ぎようとしています。
ADの仕事の中にエリア内のクラブを訪問する事がありますが、その一番目に東京Ⅱゾンタクラブの例会
に参加させていただ きました。矢﨑和喜子会長のリードで非常にテキパキとコンパクトに必要なことは無
駄なく報告検討がされ、またメンバー皆様が夫々の得意分野を活かし、お互い助け合いが当たり前に出
来ている様子を拝見し、さすがと感心いたしました。例会に引き続き、当日は幸いにも姉妹提携されてい
る台北Ⅱゾンタクラブの方をお招きになって晩餐会が開催され御一緒出来ました。その席で、盛岡ゾンタ
クラブの柴田様のご子息テノール歌手の柴田泰孝さんの歌を聴かせていただき大変感動いたしました。
東京Ⅱゾンタクラブの皆さまのテキパキとした会議や懇親会の運びを拝見しエリアⅡを引っ張っていただ
けるのだと力強く感じました。

先の理事会で会員増強について話し合いをいたしました。会員増強は常にゾンタの課題です。
木下彰子会員委員長も26地区においては横浜大会を控え、より一層の努力が必要と述べておられました。
今後の作業をよりスムーズに進めるために各エリアの会員委員長代表を決めることとなり
エリア２の代表は松本ゾンタクラブの原山一恵会員委員長にお願いし、すでに、各クラブには会員増強計画
をご提出いただくようご依頼いたしました。
みなさまのご理解・ご協力をお願いいたします。

新入会員・退会者
●新入会員 松本/倉石あつ子様（10/20付）

●退会者 かながわ/津田満子様（10/31付）
群馬/佐野英子様（11/30付）

Welcome to
ZONTA!！

エリア２会員数
2016/11/30現在 11クラブ 196名(△1名）
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クラブ トピックス
～東京Ⅱ～
姉妹クラブの台北Ⅱゾンタクラブから11名のメン
バーをお迎えして歓迎夕食会を開きました。
日本語、中国語、英語が飛び交い賑やかで楽しい
会でした。2つのクラブの絆が益々深まりました。

～横浜～
50周年集合写真とバラ植樹式の模様です。

～東京Ⅰ～
奨学金受賞者の島田育美さんが、外務省主催の
国際問題プレゼンテーション・コンテストに応募され
本選の5名に選ばれた結果、最優秀賞を受賞されま
した。

～松本～
バザー会場にて寄付金贈呈

～名古屋SORA～
11/3 ひかりのさと チャリティーバザー
青空の下、盛況に行われました。

～東京Ⅲ～
会員の堀本惠美子様が 、『世界と日本の美術史の中、
時代に挑戦した作家や作品』それぞれ約40人の中に
選ばれ論評されました。（レオナルド･ダビンチ、セザン
ヌ、モネ、ピカソ・・・北斎、伊藤若冲、香月泰男、李禹
煥他）
「見えない世界」（魂の世界）を、 美術史の中で革新的
に表現したとして評価されました。
（中村英樹著『思想』「岩波書店」に連載、その後『 いき
のびるアート』として法政大学出版局より出版）
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クラブ活動報告
クラブ名
東京Ⅰ
№492 / 16
横浜
№594 / 18

東京Ⅱ
№1071 / 22

岐阜
№1078 / 21

松本
№1522 / 43

活動内容
・11/20 京王プラザホテルにてバザー開催
・10/1横浜ゾンタクラブ50周年記念式典
・10/14札幌ゾンタクラブ20周年記念式典出席
・10/16姫路ゾンタクラブ10周年記念式典出席
・10/30盛岡ゾンタクラブ30周年記念式典出席
・11/9横浜ゾンタクラブ50周年記念植樹式
・11/14～18 2018年横浜国際大会の視察のためソニア会長が横浜を来訪されました。
・理事会：10/6、11/6 例会：10/13、11/6
・10/1 横浜ZC創立50周年記念式典・祝賀会に11名出席。
・10/14 札幌ⅡZC創立30周年記念式典・祝賀会、北星学園女子中学高等学校Zクラブ国際ゾンタ加盟
認証状伝達式に4名出席。
・10/27 松本ZCチャリティーバザーに3名出席。
・10/30 盛岡ZC30周年記念式典・祝賀会に4名出席。
・11/3 奈良大学GZクラブ エマ・L・コンロン賞受賞祝賀会に1名出席。
・11/5 恵泉女学園大学GZクラブの活動報告会に2名出席。
・11/6 午後6時から姉妹クラブ台北ⅡZCの11名のメンバーをお迎えして歓迎夕食会を開催。
エリア2AD榎本和様、名古屋SORAZC久田礼子様、ご出席。
・10/10 臨時特別委員会・理事会 チャリティーバザー開催、若い世代の参加を促すための見直し検討
バザーに関するアンケート調査の実施を検討
・10/21 理事会・例会
・11/13 臨時理事会・臨時特別委員会
「チャリティーの夕べ」役割分担および試食会、ﾊﾞｻﾞｰﾆ関するアンケート集計発表
・11/18 理事会・例会 卓話：ワンストップセンターの現状について学ぶ
・11/20 東京Ⅰゾンタクラブチャリティバザー（京王プラザホテル）
・10/1 横浜ゾンタクラブ創立50周年記念式典祝賀会出席（4名）
・10/16 姫路ゾンタクラブ10周年記念式典・祝宴出席（3名）
・10/20 10月例会 新入会員入会式
・10/27 第10回チャリティーバザー・奨学金及び寄付金贈呈式（ホテルブエナビスタ）
（入場者数665人）【写真：準備が整いスタンバイOK】
・11/14 寄付先訪問「松本赤十字乳児院」（奉仕委員会）
・11/17 山梨ゾンタクラブ1周年記念例会・ランチパーティー参加（4名）
・11/17 11月例会 講話 ワンストップ支援センター「りんどうハートながの」の現状
講師 県民文化部男女共生参画課課長補佐兼人権尊重係長 岡田憲輔氏

名古屋SORA ・10/1
№1531 / 9
・10/12
・10/14
・10/16
・11/ 3
・11/ 9

横浜ゾンタクラブ50周年記念式典参加（6名）
例会 卓話「持続可能な開発目標」 前ガバナー 豊田由起子様【写真】
札幌Ⅱゾンタクラブ30周年記念式典参加（1名）
姫路ゾンタクラブ10周年記念式典参加（4名）
ひかりのさとバザー 理事会 エリアミーティング打ち合わせ
例会
・11/20 暁学園 学園祭参加（2名）

・10/1 横浜ZC 50周年記念式典に4名出席
かながわ
№1598 / 12 ・10/16 姫路ZC 10周年記念式典に1名出席
・10/30 盛岡ZC 30周年記念式典に1名出席
・11/20 東京1ZCチャリティーバザーに2名出席
横須賀
・10/1 横浜ゾンタクラブ５０周年（横浜ニューグランド）
№1665 / 6
・10/16 市民まつりフリーマーケット【写真】
・10/18 例会（会計報告、反省事項・ワンストップ支援センターについて）
・10/23 地域子育て支援収穫祭（駅前県有地でサツマイモの収穫と試食）
・11/5 横浜女性ネットワーク会議（ﾊﾟｼﾌｨｺ横浜会議ｾﾝﾀｰ）国谷裕子さんの講演
・11/14 ソニア国際会長アシストクラブ歓迎食事会（横浜ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ、ﾎﾃﾙﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ）
・11/15 例会（ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ支援ｾﾝﾀｰ一覧表報告、ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ委員について、ｴﾘｱﾐｰﾃｲﾝｸﾞについて）
・11/20 東京Ⅰゾンタクラブチャリティバザー（京王プラザホテル）
東京Ⅲ
・10/7、11/1 理事例会開催
№1677 / 13 ・11/18 東京都都議会議員栗林のり子氏と面談、東京都のﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｾﾝﾀｰの現状を伺う。その他意見交換
を行う。（会長星野）
・11/20 東京Ⅰゾンタクラブチャリテイバザー（京王プラザホテル）

次ページへ続く
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前ページからの続き
群馬
№1890 / 11
山梨
№1939/ 25

・10/9 例会＆食事会 『健康を支える栄養学』を学びながら、栄養素の整った食事を頂きました。
・10/26 理事会
・11/20 例会
・11/30 理事会
・10/12 理事役員会
・10/14 札幌ⅡゾンタクラブZクラブ認証状伝達式出席
・10/20 例会
・10/23 甲斐市ワクワクフェスタにバザーブース出店
・10/27 松本ゾンタクラブバザーにブース出店
・11/11 理事役員会
・11/17 山梨ゾンタ設立１周年記念例会及びオブザーバーをお呼びして食事会 寄付金贈呈
・11/20 東京Ⅰゾンタクラブバザーにブース出店

クラブ名

イベント

東京Ⅰ

・12/20（火） 京王プラザホテルにて忘年例会としてジャズディナーショー

横浜

・12/14（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）
・1/11（水） 会員相互の親睦を兼ねた新年会（インターコンチネンタルホテル横浜）
・2/8（水） 法廷後見人に関する事と付随するアドボカシーについて 卓話 山川弁護士

東京Ⅱ

・12/4（日）第5回女性障害者活動支援「エンジェル基金」コンサートにピアニスト大井健氏を招き午後
2時からサントリーホール ブルーローズで開催する。

岐阜

・12/7（水） チャリティの夕べ2016

松本

・12/5（月） 地域貢献 市民タイムス「思いやりBOX」へ寄付金贈呈
・12/15（木） 忘年会
・12/20（火） 留学生 アルズグリ トルソンさんとの懇談会（ウイグル族の世界）

名古屋SORA

・12/14（水） 例会 テーブルマナー 講師：和歌山ゾンタクラブ会員 山口泰子様
・2/26（日） 第19回チャリティービンゴパーティー （東急ホテル）

かながわ

・12/13（火） クリスマスチャリティーコンサート開催 出演者 大庭照子様
DVシェルター礼拝会、障害者施設「本牧活動ホーム」、中途障碍者活動拠点「根っこの会」へ
寄付金贈呈、日本キリスト教海外医療協力会へ切手・コインを寄付
・12/14（水） 横浜ZCチャリティーコンサートへ1名出席
・1/10（火） 例会にて３月ローズデー卓話者に横浜市議会議員 川口珠江氏に依頼確認

東京Ⅲ

・仮2月上旬 ローズデーイベント
東京都議会議員 栗林のり子氏
「仮)女性や子どもに対する暴力について東京都の取り組みと現状、今後の方向性」講演会

群馬

・2/25（土） Ｍサポまつりに参加。（ローズデーイベントとして定着）
和文化推進のため着物でのお点前。

12月

1月

2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

20日（火）
15日（木）
9日（金）
未定
19日（木）
未定
未定
16日（木）
未定

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

出演者：レジェンド

14日（水）
14日（水）
11日（日）
11日（水）
11日（水）
15日(日）
8日（水）
8日（水）
12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

8日（木）
岐阜
13日（火）
横須賀
15日（木）
19日（木）
岐阜
10日（火）
横須賀
19日（木）or21日（土）
9日（木）
岐阜
14日（火）
横須賀
16日（木）

16日（金）
20日（火）
20日（金）
17日（火）
17日（金）
21日（火）
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