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国際ゾンタ 26 地区
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目標と方針

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

今年は忙しい活発な年です。まず、２月１７日鳴門ゾンタクラブの設
立４０周年記念式典があります。そして各クラブこぞって、ローズディの
奉仕活動。３月２４日・２５日はエリア 4 エリアミーティング（AM）です。４
月１４日エリア２AM が横須賀で、５月１２日エリア１AM が小樽で、５月２
７日エリア３AM が大阪で開催されます。そして６月２９日から７月３日
は横浜で世界大会があります。エリアミーティングはトレーニング研修
の機会です。是非ご参加ください。
【第 10 回エリアミーティングのお知らせ】
3 月 24 日（土）9：00～エクスカーション（宝塚大劇場観劇⇒有馬温泉）
3 月 25 日（日）9：30～会長会議 10：40 開会式 11：00 ワークショップⅠ 14：10 ワークショップⅡ
講演会「食育でつくる健全な生活習慣」 講師：金田雅代先生 場所：ホテル日航姫路
今からでも参加可能です。
※姫路城登城は 16 時まで。その後は近くから迫力を楽しんでいただけます。
≪AD の活動報告≫ 1/27（土）26 地区理事会 1/28（日）コンベンション委員会（東京）
エリア 4 エリアディレクター 井野 節子

表 彰
鳴門 クラブ推薦の金村真友子さん（現在オランダ留学中・2 月一時帰国）が JMK クローズマン奨学金地区賞
を受賞

新入会員・退会者の報告
【 新 会 員 】
【 退 会 】

北九州 渡辺 英子様
姫路 北島 美香様

クラブトッピクス（12 月～1 月）
徳島 ★12 月 2 日～3 日 片山ゆう子会員が劇団
夢創でミュージカル「僕たち、私たちの夢」に出演
して感動の演技をしました（阿南市夢ホール）
鳴門 ★平成５年の東四国国体開催を記念して鳴
門ゾンタクラブが寄贈した「さわやか すだちくん
トイレ」が、
リフォーム
され使い
やすく美
しくなりま
した。

神戸 ★昨年 10 月から始めた「ともに学ぶ 神戸
ゾンタ講座〜身体をつくる・ハートを育てる・感性
を磨く」が好評です。12 月は、湯
舟貞子会員による「母性意識形
成要因の日本、ネパールとの比
較ー 家族形態の変化がもたら
す影響 ー」。1 月は、チェロ奏者
の森本耕太郎氏によ
る、演奏とお話。神戸
の夜景を楽しみなが
らポートピアホテル
の美味しいお料理と
ともに楽しみました。
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沖縄 ★沖縄ゾンタクラブ〔第２２回チャリティー
ビンゴパーティー〕参加人数 ２５０名 1/19（金）
PM6:30～ ＡＮＡクラウンプラザホテル沖縄ハー
バービュー

北九州 ★１/１５新年定例会場を移動して松柏園
ホテルで行った。（ゲーム・カラオケ）
フェニックス神戸 ★12月に行った神戸日本赤
十字病院の花壇の整備は、業者とともにボランテ
イアで活動した。徹底した整備となり、植物の養生
にとって有用であった。
安芸コスモス ★12/4(月)第１４回チャリティディ
ナーコンサートが 18:30 よりリーガロイヤルホテル
広島にて開催されました。寄付金贈呈式・ディナー・
川口兄弟ピアノデュオコンサート・プレゼント抽選会
など、笑顔満載なひと時となりました。
番外情報 カザフスタンの 90 年歴史ある劇団の
東京公演を「カクタス村の阿彦」観劇後、演目の実
在の主人公阿彦哲郎を交えて（カザフスタン在住、
元日本人捕虜）と日本の劇団との懇親会に 12 月 22
日参加しました。（場所 在日カザフスタン大使館）
日本から参加の女優、渡辺えりさんと記念撮影しま
した。事務所との連絡も可能ですので、各クラブで
講演とか企画されれば、少しはお役に立てるかな
と思いお知らせいたします。
その際記念撮影。
前列、中央：阿彦氏、
後列左端、小畠、隣
渡辺えり氏

姫 路 ★ 1/19 （金） 新年
例会 姫路護国神社に
てご祈祷。大阪Ⅰゾンタ
クラブの後藤安子様の来
訪を受け、ご一緒に写真
撮影。ことわざカルタ取
りをするなど和やかな新
年例会になりました。
★ 1/20 （ 土 ）
女性支援地域
連 携 フォー ラ
ムに参加 DV
や性暴力、 貧
困、疾病、社会
的孤立など様々な困難を抱えた女性や子どもた
ちのニーズに応えるための仕組みづくりを考える
「女性自立支援法制定に向けて」に参加しました。
ＳＥＮ姫路 ★12/24（日）、1/27（土）、兵庫県立
歴史博物館ロビーコンサートに出演者を紹介する
などの協力活動
を実施 。出演 ：姫
路市立広嶺中学
校コーラス部、合
唱 団 「 響」 、 姫路
市児童合唱団）
福岡 ★12/18(月)12 月例
会及び忘年会を開催しまし
た 。 福 岡 市 博 多 区 Los
pinchos で 入 会 希 望 の １ 名
（近藤様）をご招待し、クラ
ブ員 17 名と共に楽しく一年
間の総括をしました ★1/15
1 月例会をグランドハイアット
にて開催。3 月ローズデー劇団四季の「リトルマー
メード」に NPO 法人 SOS 子供の村 JAPAN：20 席、ア
ジア女性センター：27 席をご招待する予定 ★6
月役員改選に伴い選考委員会
（案）を発表 ★7 月国際大会
の参加者を募集する★グラン
ドハイアットのゾンタ担当の橋
口様退職との事でお礼の記念
品をお渡しする。

クラブ活動報告（12 月～1 月）
徳島 （16名）
◇12/4DV 児童虐待防止講演会「子どものための面談交流とは」に参加 ◇12/18 12 月
例会インターナショナルナイト、留学生 5 名（男子 3 名女子 2 名）を招待して交流（写
真） ◇1/13「輝いた阿波の女性たち」講演パネルディスカッションに参加 ◇1/22 1 月
例会 新年会 ◇1/27 徳島女性協議会 フレアシネマ（映画上映会）担当 ◇1/28 コンベ
ンション委員会に会長出席 ◇1/29 徳島県女性協議会理事会出席
鳴門 （31名）
◇12/6（土）徳島県女性協議会「フレアシネマ劇場」で受付担当（2 名） ◇12/8（日）理事会。ローズデー募金
活動を始める（3/8 まで） ◇12/14（木）鳴門市社会福祉協議会の歳末助け合い募金に寄付。感謝状を受け取
る ◇12/17（火）例会。年末パーティー（クラブ内バザー及び輪投げ大会で奉仕資金を調達） ◇1/8（土）理
事会 ◇1/10（水）四国大学ＧＺとの交流会 「4 年生ありがとう・さようなら会」を兼ねて行う ◇1/13（土）徳
島県女性協議会「輝く女性・交流パネルディスカッション」に参加 ◇1/15（月）創立４０周年記念寄付贈呈式＊
鳴門市へ軽自動車 1 台 ＊認定 NPO 法人「ふくろうの森」へプロジェクタ―1 基 ◇1/17（水）１月例会 次期副
会長を選任。40 周年式典の準備 ◇1/18（木）鳴門ゾンタクラブ寄贈の「さわやかすだちくんトイレ」修理完了
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岡山 （21名）
◇12/21（木）クリスマス例会 ◇1/17（水）新年例会
神戸 （9名）
◇12/18（木）例会 第 3 回「ともに学ぶ 神戸ゾンタ講座」家庭養護促進協会のチャリティーバザーに品物提
供と訪問 ◇1/14（日）家庭養護促進協会「初笑い大会」お祝い、参加 ◇1/18（木）例会 第 4 回「ともに学
ぶ 神戸ゾンタ講座」
高松 （41名）
◇12/11(月)クリスマス夜間例会 指名委員会立ち上げ 口笛コンサート(2016 年世界大会成人男性部門優
勝、田所敦様) ◇12/15(金)三重ゾンタクラブ設立委員会に 1 名出席 ◇12/22(金)理事会、拡大委員会、1
月の議事内容を審議 ◇1/11(木)新年例会 卓話 中谷仁美先生「パーソナルカラー似合う色で素敵に魅
力アップ」お抹茶の接待 ◇1/26(金)理事会、拡大委員会、2 月の議事内容、ローズデー事業について審議
◇1/28(日)横浜大会コンベンション委員会(東京)に 3 名出席
沖縄 （12名）
◇12/16(土) 沖縄ゾンタクラブ「役員会」・「定例会」AM11:00～ ◇1/17～18 (水･木)チャリティービンゴパー
ティー準備作業 PM12:00～ ◇1/19 (金)沖縄ゾンタクラブ 第２２回チャリティービンゴパーティー
◇1/19（金）PM6:30～ＡＮＡクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー
北九州 （28名）
◇１２/２第７回役員会 ◇１２/１８第７回定例会 ◇１２/２０第９回勉強会（三隅塾） ◇１/６第８回役員会 ◇１/１５
第８回定例会終了後新年会 ◇１/１６第１０回勉強会（三隅塾）
フェニックス神戸 （10名）
◇12/3（日）兵庫留学生会館「文化祭」参加、留学生とともに立礼席を担当 ◇12/12（火）１2 月度理事会・例
会 兵庫国際交流会館にて １１月に開催した第２０回チャリテイバザーについての総括 ４月例会で次年度
バザーについての検討会を行う ◇12/16（土）神戸赤十字病院のゾンタ花壇手入れ ◇1/９（火）理事会・
例会 兵庫国際交流会館にて ３月エリアミーテイング、横浜国際大会について協議、出席者確認 1/13
（土） 兵庫県児童養護連盟協議会 第 4 回「みんなの文化祭」支援 兵庫国際交流会館 茶道指導奉仕、初
釜 ◇1/18（木）「ともに学ぶ神戸ゾンタ講座」出席 1/27（土）コーラスと国際料理（おせち）を楽しむ ◇
1/28（日）性被害者支援講演会参加（支援団体として） 横浜大会コンベンション委員会 1 名出席予定
安芸コスモス （17名）
◇12/２（土）元広島市長 平岡氏とアーサー・ビナード氏による「ドームがたり」の朗読と対談が行われた
◇12/４(月)クリスマスチャリティコンサート開催 寄付金贈呈式・抽選会等 ◇12/12（火）役員会 コンサー
トの反省 他クラブへの参加検討 新年会検討 ◇１/23(火)新年会「いちりん」於いて ◇１/26（金）奥土
井さんのミュージックコンサート ◇１/28（日）クラブコンベンション委員会：於 東京…川野さん代表出席
姫路 （18名）
◇12/2（土）隣保館マルシェ参加 人権啓発の一環でデート DV パンフレットを配布 ◇12/4（月）あいめっせ
登録団体連絡会議出席 ◇12/9（土）国際交流センター登録団体連絡会議出席 ◇12/11（月）理事会
◇12/15（金）クリスマス例会 指名委員選挙、バザーについての話し合い ◇12/15（金）内閣府子どもの貧
困対策マッチングフォーラム打ち合わせ出席 ◇1/5（金）ひめじの男女共同参画推進条例をすすめる会出
席 ◇1/15（月）理事会 ◇1/19 新年例会 姫路護国神社にてご祈祷、大阪ⅠZC の後藤安子会員の来訪を
受けみんなで記念写真。ことわざカルタ取りをして楽しんだ。 ◇1/20（土）女性支援地域連携フォーラム参
加 ◇1/26（金）あいめっせ登録団体連絡会議出席 ◇1/28（日）コンベンション委員会出席 ◇1/31（水）
バザーのための手作り作業
ＳＥＮ姫路 （23名）
◇12/4（月）あいめっせ登録団体連絡会出席 ◇12/13（水）理事会 ◇12/20（水）例会 ◇12/24（土）兵庫
県立歴史博物館ロビーコンサート協力 ◇1/10（水）理事会 ◇1/17（土）新年祈祷・例会 ◇1/26（金）あい
めっせ登録団体連絡会出席 ◇1/27（土）兵庫県立歴史博物館ロビーコンサート協力
高松Ⅱ （10名）
◇12/11（水）例会 ◇1/10（水）例会
福岡 （30 名）
◇理事会 12/6（水）18：30～山田屋ビル 5F ◇役員会 12/6（水）19：00～山田屋ビル 5F ◇例会・忘年会
12/18（月）18：30～Los pinchos ◇理事会 1/10（水）18：30～山田屋ビル 5F ◇役員会 1/10（水）19：00～山田
屋ビル 5F ◇例会 1/15（月）18：30～グランドハイアット福岡

【エリア4会員数 13クラブ 267名】 2/1現在

イベント案内
鳴
岡

✿２/１７（土）１０：００～ルネッサンスリゾートナルト「海天の間」において、鳴門ゾンタクラブ創立
門 40 周年記念式典・祝賀会を開催し、エクスカーションとして大塚国際美術館“システィーナホー
ル”にて「新作歌舞伎 和と洋のコラボレーション『GOEMON ロマネスク』」を観劇いたします。
山 ✿3/8（木）理事会（ローズディー）岡山県立図書館へ児童図書館を寄贈）
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✿2/15（木）例会 第 5 回「ともに学ぶ 神戸ゾンタ講座」は、深田幸代会員による「旅日記」
戸 ✿3/15（木）例会 第 6 回「ともに学ぶ 神戸ゾンタ講座」は、中西テツ氏（神戸大学名誉教授）の
「オリーブの木」のお話。この講座は、ゲスト大歓迎です。
✿2/8(木)第 25 回ゾンタチャリティーバザー 10 時～16 時 高松センタービル１２階
✿3/18(日)ローズデ―記念イベント 高松市丸亀町壱番館ドーム広場 13 時～ワンストップ支
高
松
援センター及びゾンタクラブの啓蒙キャンペーン 高松Ⅱゾンタクラブ、高松大学ゴールデン
Z クラブとの合同事業
✿沖縄ゾンタクラブ〔ゾンタローズディ〕開催 3/17（土）PM2:00～ＡＮＡクラウンプラザホテル沖
沖
縄
縄ハーバービュー
✿ローズデイ講演会 3/31（土）13:30～15:30 北九市立男女共同参画センタームーブ・講師：中
北 九 州 野裕弓氏（人事コンサルタント・ソーシャルファシリテーター）・テーマ：人生 100 年時代を踏まえ
て～これからの女性のリーダーシップのあり方
✿２/４（日）新春交流親睦会「林家染左師匠の落語とランチ」1１時開始 5000 円 神戸倶楽部
にて（旧神戸外国倶楽部） ✿２/16（金）13 時 30 分早春のロビーコンサート「西川綾乃さんによ
フェニックス
るピアノ演奏」フエニックス神戸ゾンタ合唱団出演。県立総合リハビリセンター ✿３/13（火）例
神
戸 会・ローズデイ行事 兵庫県養護施設連盟理事長による卓話「入居児童の現状と課題」18 時
ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸
✿2/27 卓話 講師木原朋子氏（箏演奏者 12 月 3 日チャリティの出演者予定者）現代
から古典まで幅広く活躍中の若手奏者 ✿3/10 2018 国際女性デーひろしま…講
安
芸
師：藤森氏「核兵器禁止条約」 ✿3 月ローズディは朝日新聞女性記者を講師に女性
コスモス
の自立などをテーマ予定
神

✿2/16（金）「第 7 回ローズデーチャリティーバザー」イーグレひめじ 4 階 11：00～売り切れまで
お茶席は 11：00～14：30 会員の手作り品、陶芸家 加古勝巳氏の作品、会員が推薦する品々
など、どれを取ってもお得です！12：00～はラッフルのお楽しみタイム。豪華賞品が当たりま
姫
路
す。午前中にお早くお出かけください。お待ちしております。 ✿3/11（日）国際交流スプリング
フェスティバル 4 階 10：30～15：00 ひな祭りのカード作り、お抹茶の無料提供。外国人技能
実習生などの参加があり、日本の文化に触れ、楽しんでいただく企画
✿2/24（土）、3/24（日）兵庫県立歴史博物館ロビーコンサート（バリトン/坂本樹生他） ✿3/4
（日）姫路駅周辺でローズデーＰＲのポケットティッシュ配布 ✿3/24（土）エリア 4 エリアミー
ＳＥＮ姫路
ティングエクスカーション（宝塚歌劇団観劇）、3/25（日）エリア 4 エリアミーティング（ホテル日
航姫路）
✿3/18（日）13：00 より高松三越前丸亀町ドームにて ローズデーとして ワンストップ支援セ
高 松 Ⅱ ンター及びゾンタクラブの啓蒙活動を高松ゾンタクラブ様中心に高松大学ゴールデン G クラ
ブとともに開催予定
福
岡 ✿3/30 ローズ・デイ

例会カレンダー
2月

3月

徳
鳴

島 19 日 18：30 阿波観光ホテル
19 日 18：30 阿波観光ホテル
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21日（水）12：30ＡＮＡクランプラザ
ホテル岡山
15日（木）18：00 神戸ポートピアホテル
13 日 12：00 JR ホテルクレメント高松シ
エロ 21 階
17 日（土）11:30 ANA クラウンプラ
ザホテル沖縄ハーバービュー
19 日（月）19：00 リーガロイヤルホ
テル小倉
4 日（日）11：00 例会と親睦会 神
戸倶楽部
27 日（火）19：00 リーガロイヤルホ
テル広島
16 日（バザー）9:00 イーグレひめじ
21日18:30 ホテル日航姫路
19 日 12：30～丸亀オークラホテル
19日（月）18:30 グランドハイアッ
ト福岡

14日（水）12：30ＡＮＡクランプラザ
ホテル岡山
15日（木）18：00 神戸ポートピアホテル
12日18：00 JRホテルクレメント高松シエ
ロ21階
17 日（土）11:30 ANA クラウンプラ
ザホテル沖縄ハーバービュー
19 日（月）19：00 リーガロイヤルホ
テル小倉
13 日（火）18：00 ANA クラウンプラ
ザホテル神戸
27 日（火）19:00 リーガロイヤルホ
テル広島
16 日（金）13:00 ホテル日航姫路
22日18:30 ホテル日航姫路
12日12：30～丸亀オークラホテル
19日（月）18:30 グランドハイアッ
ト福岡
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4月
16日18：30 阿波観光ホテル
17日18：30 ホテル アド・イン
18 日（水）12：30ＡＮＡクランプラザ
ホテル岡山
19日（木）18：00 神戸ポートピアホテル
11日12：00 JRホテルクレメント高松シエ
ロ21階
21日（土）11:30 ANAクラウンプラ
ザホテル沖縄ハーバービュー
16 日（月）19：00 リーガロイヤルホ
テル小倉
12 日（火）18：00 兵庫国際交流会館
24日(火)19:00リーガロイヤルホ
テル広島
20日（金）13:00 ホテル日航姫路
18日18:30 ホテル日航姫路
11日12：30～丸亀オークラホテル
16日（月）18:30 グランドハイアッ
ト福岡

