
 

～ AD便り / 謝辞 ～ 
 2016年6月エリアⅡのADをお引き受けして早2年経ちました。当初は訳も分からず雲を掴む様な感じでした。 
「チーム洋子」の一員として真鍋ガバナー始め26地区の理事・役員の皆様と貴重な時間をご一緒させていだだき、 
沢山の事を学ばせていただきました。さらに先輩ADの皆様のご助言やエリアⅡのクラブの会長様はじめゾンシャン
皆様からの暖かい励ましの言葉もどれだけ心の支えになったかわかりません。 
 そして何よりも精神科医として、心を病んだ人への関わりや地域医療の仕事も縮少する事なく無事に終えることが
出来ました。 
 ADを経験する事でよりたくさん素晴らしい出会いがあり、「ゾンタ」を少しだけ多く理解出来た様に感じています。 
考えてみれば私自身が一番幸せを戴いたのだと思います。本当に有難うございました。 
心から感謝し、これからは次期ADの矢﨑和喜子様に申し次ぎを行い、26地区の発展に少しでもお役に立てればと 
考えています。 
                            『 皆さま また世界大会でお目にかかりましょう！』 
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【レポート】  国際ゾンタ26地区 エリア2 第9回 エリアミーティング 

 4/14（土） 「SAY NO DV!～女性たちに寄り添って～」のテーマを掲げ、横須賀メルキュールホテルにて第9回エリア
ミーティングを開催しました。 
 山本潤様の基調講演では、実体験を交えて性暴力の実態、どう支援していくか等が淡々と語られ、会場全体が息
を飲むように静まり返っていたのが印象的でした。昼食を挟んで、有泉恵子様の相談支援についてのお話があり、続
くグループワークではどのグループも活発な意見交換がなされました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 また、横浜コンベンション委員から国際大会について、地区会計から国際会費の支払方法、財団大使からは国際
ゾンタ財団寄付手順、100周年記念委員会から寄付についてのお話もあり、盛り沢山の内容でした。 
 昼食時にはアメリカ人の学生のよる独唱、子育て中のママさんバンド「ママブル」による演奏、そして次回エリアミー
ティングのホストクラブ・群馬によるパフォーマンスがあり、大いに盛り上がりました。横須賀産の野菜をふんだんに
使ったフレンチも美味しくいただきました。 
 ホストを務めてくださった横須賀ゾンタクラブのみなさんには少人数で準備から運営まで大変だったことと推察いた
します。本当にお疲れ様でございました。ありがとうございました。 
 第10回エリアミーティングは群馬の高崎市で2019年5月11日（土）に開催されます。今から楽しみです。 
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 エリアミーティングの翌日4/15（日）はエクスカーションで「横須賀めぐり」を企画していただきました。 
悪天候のため、みなさんが楽しみにしていらした「軍艦クルーズ」は中止となりましたが、「記念館 三笠」を見学し、 
津久井浜でのイチゴ狩りで甘いイチゴを堪能。黄色い観光タクシーは移動中も目を惹きました。 
東京湾を一望できるホテルでランチをしている頃には雨もあがり、その後は横須賀美術館で絵画を鑑賞しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今回、初めて横須賀に訪れたというゾンシャンも大勢いらっしゃいました。 
どぶ板通り（舞妓さんが“スカジャン”を着ているのぼりに注目～！）は 
外国人の方の姿も多く、異国情緒たっぷりで 
独特な雰囲気がありました。 
 
海と自然に恵まれた街・横須賀の魅力を 
存分に感じていただけたのではと思います。 
 
 
 
・・・余談ですが、前泊した会員は 
小泉進次郎氏に遭遇し、大喜びでした（笑） 
 

●第64回 国際ゾンタ 世界大会 in 横浜   2018/6/29（金）～7/3（火） 

エクスカーション／おいしい楽しい賢くなる「横須賀めぐり」 



✿クラブ活動報告 
クラブ名 活動内容 

東京Ⅰ 
№492 / 14 

・4/17 クラブ例会 ゾンタ国際財団への寄付について 
2017年度奨学生 広澤康代様に奨学助成金贈呈【写真】 
（上海中医薬大学留学予定） 
・5/19 クラブ例会 
2016年度 奨学生１年後報告 大城怜様（東京大学大学院医学系研究科）ゲスト１名  

横浜 
№594 / 19 

・4/11 例会 ・4/25 理事会     ・4/14 エリア2エリアミーテイング出席（横須賀）5名出席 
・5/9 例会  ・5/23 理事会     ・5/28 国際大会会場見学会出席 
・5/29 かながわゾンタクラブ・チャリティーコンサート出席 2名出席 

東京Ⅱ 
№1071 / 22 

・4/5 理事会  ・4/12 例会 
・4/14 エリア2エリアミーティング 12名参加、エクスカーション 1名参加 
・5/10 理事会  ・5/17 例会 
・5/12 エリア1エリアミーティング 3名参加、エクスカーション 2名参加 
・5/26 恵泉女学園大学スプリングフェスティバル 2名参加 
・5/26 エリア3エリアミーティング前夜懇親会 2名参加 
・5/27 エリア3エリアミーティング 3名参加 
・5/29 かながわZC春のチャリティ－コンサート 1名参加 

岐阜 
№1078 / 23 

・4/6  三重ゾンタクラブ例会に出席（1名）     ・4/11 次期役員会合 
・4/14 エリア2エリアミーティングに参加（4名）   ・4/20 4月例会・理事会 
・5/18 5月例会・理事会                ・5/27 エリア3エリアミーティングに参加（3名） 

松本 
№1522 / 43 

・4/14 エリア2エリアミーティング（横須賀）出席 13名 
・4/19 4月例会 修学支援生 中村瑠奈さん修学支援金贈呈と卓話「新たな挑戦」 
・4/28 信濃毎日新聞松本本社メディアガーデン完成祝賀会 出席3名 
・5/12 エリア1エリアミーティング（小樽）出席1名 
・5/17 5月例会 会員卓話「リビングウイル」上條順子会員 
・5/27 エリア3エリアミーティング（大阪）出席1名 
・5/28 コンベンション委員会 現地下見に参加1名（コンベンション委員） 

名古屋SORA 
№1531 / 11 

・4/11 フィンランドゾンシャン、シニカさんをお迎えして交流会【写真】 
     卓話「フィンランドゾンタの現状について」 
・4/14 エリア2エリアミーティング（横須賀）5名参加 
・4/30 理事会 
・5/9 例会 5/20 理事会 
・5/12 エリア1エリアミーティング2名参加 
・5/27 エリア3エリアミーティング3名参加 

かながわ 
№1598 / 12 

・4/10 例会・理事会 次期役員選挙 
・4/14 エリア2エリアミーティング（横須賀）へ4名出席 
・5/8 例会、理事会 エリア2エリアミーティング報告。ゲーテ座チャリティーコンサートの最終打合せ。 
・5/29 春のゲーテ座チャリティーコンサート開催 ソプラノ 塩谷 靖子氏出演 

横須賀 
№1665 / 6 

・4/2 メルキュールホテル横須賀試食、最終参加人数の確定 
・4/7～4/11 エリアミーティング資料の作成と印刷 
・4/13 名古屋SORAZCと合同で資料作成と袋詰め、前日準備（横須賀福祉会館7階） 
・4/14 第9回エリア2エリアミーティング（メルキュールホテル横須賀5階パリ） 
・4/15 エクスカーション「おいしい楽しい賢くなる横須賀めぐり」 
・4/17 例会（AM反省と中間会計報告）、横須賀市観光協会、メルキュールホテル横須賀へ御礼挨拶 
・5/9 横浜ZC例会（エリアミーティングの御礼） 
・5/15 例会（横浜国際大会の分担、日程、各自のｽｹｼﾞｭｰﾙ、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）ヴェルニー公園のばら鑑賞 
・5/20 横須賀子育て支援フェア2018（横須賀学院小学校体育館）ママブル演奏会 
・5/29 かながわZC チャリティーコンサート（山手ゲーテ座） 

東京Ⅲ 
№1677 / 9 

・4/3 理事例会開催 榎本和エリア2エリアディレクター クラブ訪問 
・4/14 エリア2エリアミーティング参加(山田・片桐・星野) 
・5/8 理事例会開催 6月1日入会予定者2名見学  来年度の役員・活動方針の決定 

群馬 
№1890 / 11 

・4/3 例会   ・4/29 理事会 
・5/5 鐘の鳴る丘こどもの日のつどい バザーお手伝い【写真】  
・5/5 例会   ・5/20 Ｍサポクリーン活動参加    ・5/22 理事会 

山梨 
№1939 / 24 

・4/14 エリア2エリアミーティング参加（11名）横須賀 
・4/19 山梨県きずな会総会参加（里親の会）    ・4/22 榎本AD様クラブ訪問で山梨に来県 
・5/29 かながわゾンタクラブチャリティーコンサート参加予定 

三重 
№1971 / 25 

・4/6 例会開催 
・5/11 例会開催  
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クラブ名 イベント / スケジュール 

東京Ⅰ 
・6/28～7/3 国際ゾンタ世界大会 in 横浜 8名参加  大会の担当 「登録」  
・8月  10/28開催53回チャリティーバザー準備委員会 

横浜 

・6/29～7/3 国際ゾンタ世界大会 in 横浜 参加 
・7/29 53回横浜ゾンタクラブチャリティーバザー開催 
・8/21 横浜市内小・中学生30名を横浜スタジアム見学会と野球観戦に招待 
・8/29 横浜ゾンタクラブ納涼会 

東京Ⅱ 
・6/23 松本ZC信州岩波講座/まつもと2018 1名参加 
・6/29～7/3 国際ゾンタ世界大会 in 横浜 16名参加（ワンデー登録2名含む） 

岐阜 ・6/29～7/3 国際ゾンタ世界大会 in 横浜 参加 

松本 

・6/21 第24回総会 
・6/23 信州岩波講座／まつもと2018「私たちの今」なかにし礼氏 キッセイ文化ホール 
・6/28～7/3 国際ゾンタ世界大会 in 横浜 23名参加 
・7/19 松本大学GZと合同例会 会報45号発行 

名古屋
SORA 

・6/29～7/3 国際ゾンタ世界大会 in 横浜 参加 

かながわ ・6/28～7/3 国際ゾンタ世界大会 in 横浜 8名参加 

横須賀 ・6/29～7/3 国際ゾンタ世界大会 in 横浜 参加 

東京Ⅲ ・6/29～7/3 国際ゾンタ世界大会 in 横浜 参加 

群馬 
・6/29～7/3 国際ゾンタ世界大会 in 横浜 参加 
・8/5 第6回群馬ゾンタまつり 

山梨 
・6月例会に合わせて総会開催 
・6/29～7/3 国際ゾンタ世界大会 in 横浜 参加 
・8月例会は移動例会として納涼会を実施 

三重 

・6/8 総会＆第1回研修会・・・日本文学研究家 河原徳子（ゾンシャン）による研修会 
・日程未定・・・鈴鹿市長 末松則子、医師・大学教授 丸山淳子、司会・講師 浜田果歩などゾンシャンによる
ゾンシャンのための研修会開催予定 
・6/29～7/3 国際ゾンタ世界大会 in 横浜 参加 

  

6月 
東京Ⅰ 16日（土） 横浜 13日（水） 東京Ⅱ 14日（木） 岐阜 15日（金） 
松本 21日（木） 名古屋SORA 13日（水） かながわ 12日（火） 横須賀 19日（火） 
東京Ⅲ 6日（水） 群馬 2日（土） 山梨 21日（木） 三重 8日（金） 

  

7月 
東京Ⅰ 21日（土） 横浜 11日（水） 東京Ⅱ 12日（木） 岐阜 20日（金） 
松本 19日（木） 名古屋SORA 11日（水） かながわ 10日（火） 横須賀 17日（火） 
東京Ⅲ 11日（水） 群馬 7日（土） 山梨 19日（木） 三重 13日（金） 

  

8月 
東京Ⅰ 休会 横浜 － 東京Ⅱ 9日（木） 岐阜 17日（金） 

松本 23日（木） 名古屋SORA 8日（水） かながわ 休会 横須賀 未定 
東京Ⅲ 3日（金） 群馬 4日（土） 山梨 23日（木） 三重 10日（金） 
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新入会員・退会者 

2018/5/31現在 12クラブ 219名 

 
●新入会員  大嶋康代様（名古屋SORA・5/9付） 
         竹腰 葵様（三重・5/31付）  
  
●退会者  青山冨久美様（名古屋SORA・4/30付） 
        八田和代様（松本・5/31付） 

エリア２会員数 

 Welcome  to  

                  ZONTA!！ 


