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会員増強と新クラブ設立
女性の権利を擁護するリーダー的組織であり続ける
各地域にあった奉仕／アドボカシー活動を展開する
女性と女児への暴力撲滅
横浜 Convention の広報と協力

【エリアミーティング】
４/１６（日）エリア２ in 名古屋
５/１３（土）エリア３in 奈良

４/２２（土）エリア４ in 神戸ポートピアホテル
５/２０（土）エリア１ in 秋田
同日 地区理事会

桜の便りがすぐそこです！ ４月２２日のエリアミーティングで地区の
スローガン「子どもは宝 みんなで育てよう」の基礎トレーニングをし
よう！ この度は考え方の基礎を専門家の目を通して啓発していただき、
現実の姿を教えてもらいます。そうすることで、各クラブの各会員が、
ゾンタの行動に自信をもって、企画立案して実行できます。ますますパ
ワーアップしましょう！
≪AD の活動報告≫ ２月１８日鳴門ＺＣローズディイベント参加・３月２８日安芸コスモスＺＣ
例会訪問・３月５日ＳＥＮ姫路ＺＣローズディイベント参加・３月１４日姫路ＺＣローズディイ
ベント参加・３月１７日姫路ＺＣ例会訪問・３月２３日アメリアイヤハート委員長と神戸大訪問・
３月２５日高松ＺＣローズディイベント参加・３月２６日大阪Ⅱローズディイベント参加
エリア 4 エリアディレクター 井野 節子

クラブトッピクス（2 月～3 月）
徳島
★3/18、ローズデー 県とセブン
イレブンと徳島ゾンタの三者で・よ
りそいの樹・(性的暴力対策)のリー
フレット配布

鳴門
★２/１８（土）、鳴門ＺＣローズデイ講
演会を鳴門市と共催で開催 鳴門
市消防庁舎 3Ｆ 講師：小林美佳氏
演題：性犯罪被害とその支援につ
いて。講師ご自身が性犯罪被害に
遇った経験を乗り越えて、同じ被害
に遇った方々との交流・支援を続け
ていることを涙をまじえて講演さ

れた。井野ＡＤも遠路ご参加くださ
り有意義な会となった。設置した募
金箱に多額の支援金を戴き鳴門市
女性と子どものための支援センタ
ー“ぱあとなー”へ寄付。ご参加く
ださった徳島ＺＣの皆様にも御礼
申し上げます。
岡山
★3/15、ゾ
ンタローズ
デー(国際
女性デー)
を記念して
岡山県立
図書館へ
児童図書 37 冊(今までにゾンタ児
童図書 320 冊を寄贈)、ボールペン
50 本とメモ用紙 50 冊を寄贈した。
子どもの読書活動の推進に多大な
貢献をしたとして感謝状を授与さ
れた。そして国際ゾンタ財団へ
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USD1,000 を寄付した。

高松
★2/9、第 24 回チャリティーバザー
を開催（高松センタービル 12 階）
高松大学ゴールデンＺクラブの学
生の若い力を借りて大盛況のうち
に幕を閉じた。

★３/25、会員持ち寄りの茶器や茶
道具で流派の垣根を超えてのお茶
会を開く。今年で 3 回目となる。３０
０名近くのお客様が来て下さり、盛
会裏に終えることができた。

沖縄
★3/18(土)、沖縄ゾンタクラブ「ゾ
ンタローズディ」講演会
沖縄の『子どもの貧困』問題を考え
る 場所：沖縄県男女共同参画セ
ンターてぃるる 講師：一般社団法
人沖縄県子ども総合研究所
代表理事 堀川愛（子ども子育て
アドバイザー）
【地位向上を目指す女子学生就学
支援金（３３万
円） 贈呈式】
沖縄キリスト
教 学 院 大 学４
年生 渡久地
春菜さん

北九州
★3/２６ 13:30～ローズデイ講演
会開催 ムーブ５Ｆ大セミナール
ーム 講師:納富昌子氏「私のあ
るいてきたみち」

フェニックス神戸
★2/17（金）、早春のロビーコンサ
ート・武庫川女子大学女性コーラ
ス「浜甲カンタービレ」 兵庫県総
合リハビリセンター中央病院ロビ
ーにて 春の訪れを歌おう。
★3/14（火）、ローズデイ記念卓話
「生涯発達心理学からみるジェン

ダー」講師 湯川隆子先生
安芸コスモス
★3/5 世界女性ディーの上映会と
トーク「夕凪の街 桜の国」 テー
マ：ヒロシマを受け継ぎ伝えていく
ことを、そして私達の「今」を考え
合いませんか
★３/２８（火）ローズディ リーガロ
イヤルホテル広島にて ＤＶ被害
者女性当事者の話あり。社会がＤＶ
の事を理解できていない。保育園
などで、相談できる体制があれば
いいと思った。
姫路
★3/5、姫路国際交流スプリング
フェスティバル イーグレひめじ
４階 飛び出すカード作り（くまも
ん） お抹茶、お菓子提供 活動
の展示

姫路市民会館 4 階第 4 会議室
★3/29（水）14:00～16：00 音楽家
を目指す若者応援コンサート「第 4
回ステラ・ケ・ブリラ（輝く星）」開催
パルナソスホール

高松Ⅱ
★3/27、ローズデー行事として
香川県社会福祉協議会のフード
バンクに食品を寄付
福岡
★2/5（日）、ホテルニューオータ
ニ博多において九州ニュービジネ
ス協議会主催の『ウーマンズ・フォ
ーラム 2017』が開催され、小泉進
次郎衆議院議員（自由民主党農林
部会長）がご講演。福岡ゾンタクラ
ブから 2 名が参加。

★3/14、10 周年ローズデーチャリ
ティディナーショー ホテル日航
姫路 「鈴木タカオ」魅惑の歌声
に酔いしれた。

ＳＥＮ姫路
★2/16（木）姫路市立水族館水槽
サポーター、姫路市立動物園獣舎
サポーター登録
★2/15（水）・3/4（土）兵庫県立大
学ゴールデンＺクラブおにぎり食
堂参加
★2/25（土）・3/25（土）兵庫県立歴
史博物館ロビーコンサート協賛
★
3/5
（日）、ロ
ーズデー
講 演 会
「子ども
は宝、み
んなで育
てよう」開催 講師：弁護士 川崎
志保（ＳＥＮ姫路ゾンタクラブ会員）

新入会員・退会者の報告
【新会員】 ＳＥＮ姫路 黒木貞直様（3/15）
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★3/4（土）、警固神社境内におい
て、福岡ゾンタクラブローズ・デー
記念講演＆ヴァイオリン・コンサー
トを開催。第一部では荒瀬泰子副
市長の講演、第二部ではヴァイオ
リニスト朝来佳一氏の演奏が会場
に華を添えた。また NPO 法人 SOS
子どもの村 JAPAN 活動支援募金
に寄付。アジア女性センター、女性
エンパワーメント福岡の方々にも
ご参加いただき、活動への理解を
呼びかけた。この日の模様は RKB
毎日放送のテレビ番組で紹介され
た。

★3/26（日）、北九州ゾンタクラブ
ローズ・デー記念講演に参加。

クラブ活動報告（2 月～3 月）
徳島 （１３名）
◇2/5 徳島市国際交流協会新春パーティー2 名出席 ◇2/6 理事会 ◇2/18 鳴門ゾンタクラブ ローズデー
講演会 2 名出席 ◇2/20 例会 卓話:西田藤義先生(里親制度の第一人者) ◇3/3 徳島大学国際展開推進シ
ンポジュウム・外国人留学生の卒業・修了を祝う会 2 名出席 ◇3/6 理事会 ◇3/8 ローズディーリーフレット配布
セレモニー ◇3/10 臨時招集・よりそいの樹・配布の人の配置の協議会 ◇3/13～3/22 セブンイレブンへリーフ
レット配布 30 店舗へ ◇3/14 奨学生との面談(徳島大学国際課) ◇3/27 例会 奨学金留学生への奨学金贈
呈 徳島県留学生へ日用品提供
鳴門 （３２名）
◇2/9 高松ＺＣ チャリティー・バザーに参加（１０名） ◇2/11 徳島県女性協議会理事会に出席（１名） 今年度の行
事参加計画の報告 ◇2/17 例会 *ローズデイ講演会の準備 *老人施設慰問等についての協議 ◇2/18 鳴門
ＺＣローズデイ講演会開催（講師:小林美佳氏） ◇3/2 大阪ⅠＺＣチャリティーイベントに 1 名参加 ◇3/12 東京
ⅡＺＣチャリティーコンサートに１名参加 ◇3/14 姫路ＺＣ10 周年ゾンタローズデイチャリティーディナーショウに 1
名参加 ◇3/17 鳴門市立図書館への大活字本贈呈式（第 28 回）挙行 ◇3/17 例会 *本年度国際奉仕基金寄
付額決定 *設立４０周年記念事業の準備 ◇3/22 老人福祉施設慰問 シルバーハイツ 及び鳴山荘｛ハーモ
ニカ、手品、ジャグリンクﾞ(ＧＺメンバー出演)、音楽療法｝◇3/25 高松ＺＣローズデイ記念茶会に 2 名参加
岡山 （２２名）
◇２/15・3/7 理事会
◇2/15 例会 国際大会の概要・アドボカシーについての勉強会

神戸 （9名）
◇2/16 例会 エリアミーティングの準備 ◇2/26 ひょうご風紀環境をよくする会主催の研修、見学会に 3 名参
加 ウィメンズセンター大阪、性暴力救済センター大阪（SACHICO） ◇3/14 姫路 Z.C.ローズデーチャリティーディ
ナーショーに 3 名参加 ◇3/16 例会 エリアミーティングの準備 ◇3/18 里親出前講座に 1 名出席 講師：小
崎恭弘氏 ◇3/26 大阪ⅡZ.C.チャリティーイベントに 1 名参加
高松 （４１名）
◇２/9 チャリティーバザー開催 ◇２/13 例会 ◇２/24 理事会 ◇２/26 名古屋 SORA ゾンタクラブパーティー
１名出席 ◇３/11 東京Ⅱゾンタクラブ チャリティーコンサート 4 名出席 ◇３/10 夜間例会 卓話:野田法子様
「私の履歴書」～男女共同参画とかかわって～ ◇３/14 姫路ゾンタクラブ 10 周年ローズデ―チャリティーディナ
ショー1 名出席 ◇３/２大阪Ⅰゾンタクラブ チャリティーコンサート１名出席 ◇３/15 高松大学ゴールデン Z クラ
ブ定例会 4 名出席、卒業生 10 名に卒業御祝いをお渡しする ◇３/25 ローズデ―記念茶会 ◇３/31 理事会
沖縄 （１６名）
◇2/18(土)役員会・定例会 ◇3/8(水) 3･8 国際女性デー沖縄県集会 渡久地克子会員参加 ◇3/18(土)
定例会＆沖縄ゾンタクラブ「ゾンタローズディ」講演会 ◇4/16(土)役員会・定例会
北九州 （３０名）
◇2/4 10:30～12:00・3/4 10:30～12:00 役員会 ◇2/20 18:30～21:00 例会 リーガロイヤルホテル小倉 4Ｆ
卓話（2 回目） 講師:川柳作家 唐鎌美鶴（おつうさん）氏 ◇2/25 ムーブワールドレポートセミナー「女性と災
害」参加 4 名 ◇3/13～24 第 61 回ⅭＳＷ女性の地位委員会（ニューヨーク）参加 1 名 ◇3/14 姫路ゾンタク
ラブ 10 周年ローズデイ参加 2 名 ◇3/14 南女学院大学西南女学院短期大部地域貢献活動交流会 参加 1 名
◇3/21 19:00～21:00 例会 リーガロイヤルホテル小倉 4Ｆ ◇3/２６ 13:30～ローズデイ講演会 ムーブ５Ｆ大
セミナールーム 講師:納富昌子氏「私のあるいてきたみち」資料代 500 円 参加者数 75 名
フェニックス神戸 （１１名）
◇２/11 茶道指導奉仕 兵庫国際交流会館 ◇2/17 ミニ例
会・ロビーコンサート総合リハビリセンター「浜甲カンタービ
レ」出演 ◇2/18「コーラスと日本料理を楽しむ」兵庫国際
交流会館（写真左/留学生とともに） ◇３/２大阪ⅠＺＣ「チ
ャリテイコンサート」２名参加 ◇3/11 茶道指導奉仕 兵庫
国際交流会館 ◇3/14 理事会・例会・フエニックス育英奨学生の卒業祝賀式・ローズデイ記念卓話 ANA クラウン
プラザホテル神戸（写真右/４年間支援し続けたフｴニックス奨学生の大学卒業を祝う式） ◇3/18「コーラスと
ひな祭り料理を楽しむ」兵庫国際交流会館 ◇3/25 高松ＺＣ茶会５名参加
安芸コスモス （１７名）
◇２/５(月)ＤＶ防止セミナーWENET ＤＶ加害者男性当事者が語る ◇２/１４（火）役員会 ◇２/２４（金）人権啓発市
民講座「発達障害と向き合う ◇２/２８（火）例会 井野エリア 4 ディレクター同席のもと行う 卓話：河村理英子医
師「発達障害について」 ◇３/１（水）広島市市議会傍聴 ◇３/５（日）WENET 女性ディー映画とトーク ◇３/１４
（火）役員会 ◇３/２８（火）ローズディ＆例会 卓話：DV 女性の被害当事者が語る
姫路 （２１名）
◇2/13 2 月理事会 ◇2/17 2 月例会 国際交流スプリングフエステイバル準備、飛び
出すカード作り ◇2/18 ひめじの男女共同参画を進める会出席 ◇2/23 あいめっせ登録団
体連絡会出席 ◇3/２大阪ⅠZC ローズデーチャリテイーイベント出席♪千の音色でつなぐ
絆♪ ◇3/５ひめじ国際交流スプリングフエステイバル参加 ◇3/６ローズデー打ち合わせ
◇3/13 3 月理事会 ◇3/14 ローズデーチャリテイーデイナーショウー♪鈴木タカオ♪ ◇
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3/1６あいめっせ登録団体連絡会出席 ◇3/17 3 月例会 エリアデイレクター井野節子様訪問、レクチャー、“ボ
ケる、ボケんと音頭” ◇3/18 ひめじの男女共同参画をすすめる会出席 ◇3/25 高松 ZC ローズデー記念茶会出
席 ◇3/29SEN 姫路 ZC コンサート出席
ＳＥＮ姫路 （２８名）
◇2/15（水）理事会・例会（卓話：「食中毒の話」姫路市保健所衛生課/山本敏行氏） ◇2/23（木）あいめっせ登録
団体連絡会出席 ◇3/5（日）ローズデー講演会開催 ◇3/14（火）姫路ＺＣ10 周年ローズデー鈴木タカオチャリ
ティーディナーショー出席 ◇3/15（水）理事会・例会（卓話：「河合寸翁の話」前姫路市副市長/飯島義雄氏）
◇3/16（木）あいめっせ登録団体連絡会出席 ◇3/25（土）高松ＺＣローズデー記念茶会出席 ◇3/29（水）音楽
家を目指す若者応援コンサート「第 4 回ステラ・ケ・ブリラ（輝く星）」開催 ◇3 月 兵庫県立歴史博物館ロビーコ
ンサート 29 年度演奏者紹介
高松Ⅱ （１０名）
◇2/9 高松ゾンタクラブ チャリティーバザーに参加 ◇2/13 例会 来年
度役員を決定 ◇2/25 こども食堂の輪全国ツアーin かがわに参加、こども
食堂について研修(写真) ◇3/13 移動例会、㈱フードテックにて制限食・介
護食の試食 ◇3/25 高松ゾンタクラブ ローズディー記念茶会に参加
福岡 （２７名）
◇2/1(水) 役員会 ◇2/13(月) 例会 オフィシャルホームページの内
容と動作確認他 ◇3/１(水) 役員会 ◇3/27（月）例会 ローズ・デー
の反省、横浜国際大会の協賛金について他

【エリア4会員数 13クラブ 277名】 4/1現在

イベント案内
✿4/29（土）、鳴門市大麻町の障碍者施設“草の実学園祭”を支援してﾁｬﾘﾃｨｰﾊﾞｻﾞｰを行い売上げを
寄付します。会員の持ち寄り品が好評です。近隣クラブの皆様のお越しをお待ちいたしています。
岡
山 ✿7/2 ANA クラウンプラザ チャリティーコンサート 瀬戸内 美八
✿8/19（土）13:00～沖縄ゾンタクラブ ゾンタ会員ミニバザー開催 場所：ANA クラウンプラザホテ
沖
縄 ル沖縄ハーバービュー ✿9/9（土）16:30～沖縄ゾンタクラブ ゾンタバザー開催 場所：特別養護
老人ホーム大名 『大名まつり会場内』
北 九 州 ✿6 月下旬 台湾彰化クラブとの交流会（予定）
✿６/１７（土）１４時開演 若き演奏家支援 「第１０回黄色い薔薇のコンサート」神戸市東灘区民センタ
フェニックス神戸 ー“うはらホール”チャリテイ－入場料 3000 円 １部：ピアノとクラリネット演奏 ２部：松村組 太鼓
演奏とソプラノ独唱
鳴

門

例会カレンダー
5月
6月
7月
島 15 日 18：30 阿波観光ホテル
19日18：30 阿波観光ホテル
24日18：30 阿波観光ホテル
門 17日18：00 ホテルアドイン鳴門（総会） 17 日 18：30 ホテルアドイン鳴門 17日18：30 ホテルアドイン鳴門
17日12：30 ＡＮＡクランプラザホテ 21日12：30 ＡＮＡクランプラザホテ 19日12：30 ＡＮＡクランプラザホテ
岡
山
ル岡山
ル岡山
ル岡山
18日18：00 神戸ポートピアホテル
神
戸
15 日 18：00 神戸ポートピアホテル 20 日 18：00 神戸ポートピアホテル
（定期総会）
11日（水）11：00 JRホテルクレメン
高
松
未定
未定
ト高松（総会）
20 日（土）11:30 ANA クラウンプラ 17日11:30ANAクラウンプラザホテ 15日11:30ANAクラウンプラザホテ
沖
縄
ザホテル沖縄ハーバービュー
ル沖縄ハーバービュー
ル沖縄ハーバービュー
15 日 19:00 リーガロイヤルホテル 19 日 19:00 リーガロイヤルホテル 18 日 19:00 リーガロイヤルホテル
北 九 州
小倉４Ｆ
小倉 4Ｆ
小倉 4Ｆ
13 日（火）18：00ANA クラウンプラ 11日（火）18：00 兵庫国際交流会
フェニックス神戸 9 日（火）18：00 兵庫国際交流会館
ザホテル神戸
館
23 日 19:00 リーガロイヤルホテル 27 日 19:00 リーガロイヤルホテル 25日19:00 リーガロイヤルホテル
安芸コスモス
広島
広島
広島
姫
路 19 日(金)13:00 ホテル日航姫路 16 日(金)13:00 ホテル日航姫路 14日(金)13:00 ホテル日航姫路
Ｓ ＥＮ 姫路 17日18:30 ホテル日航姫路(総会) 21日18:30 ホテル日航姫路
19日18:30 ホテル日航姫路
高 松 Ⅱ 11日12：30 オークラホテル丸亀
12日19:00 オークラホテル丸亀 11日12：30 オークラホテル丸亀
福
岡 15日18:30 グランドハイアット福岡 19日18:30 グランドハイアット福岡 24日18:30 グランドハイアット福岡
徳
鳴
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