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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

バラの花が一斉に咲き誇り、甘い香りが漂う気持ち良い季節にな
りました。そして皆様の大変多忙な季節になりました。AD の任期も
いよいよ最終。エリア通信も最終版を迎えました。この 2 年間 正直
多忙でした。何の気なしに立候補してフラフラ過ごしているとニース
の世界大会が迫ってきました。これは、頑張らねばと思ったとたん、
生来悪かった右股関節がのしかかる体重に耐えかねて悲鳴を上げ
ました。杖を着いてのニース世界大会から、AD のお役目が始まりま
したが、言葉の意味や、ゾンタの慣例に無頓着に過ごしてきた 10 年
は、あまりにお粗末な AD を皆様の前に正直にさらけ出してくれまし
た。多分エリア４の皆様は「なんであんな人が AD なのよ？」と不信
感を抱かれたと思います。自分自身が本当にみじめで泣きました。
しかし心温かい同僚や上司に励まされ、やっと 2 年の任期を終える
ことが出来ました。皆様本当にありがとうございました。
上田元ガバナーは「ゾンタ１/３ 仕事１/３ 家庭１/３」と言われましたが、とんでもない！私は「ゾンタ
5/10 仕事 4/10 家庭 1/10」でした。これから失った家庭時間を取り戻したいと思います。旅行気分でふ
らふらと皆様の所にお邪魔しときは、せめて声を掛けてやってくださいませ。多様な職種ゆえ多様な価値
観の集団は、いろいろ煩わしいこともありますが、多様な価値観で共生できるゾンタはきっとしっかりと日本
の民主主義社会の礎になることでしょう。エリア４の各クラブの繁栄と、26 地区の隆盛を祈ります。
エリア 4 エリアディレクター 井野節子

≪ADの活動報告≫
4/14 エリア２エリアミーティング

5/12 エリア 1 エリアミーティング

5/27 エリア 3 エリアミーティング

新入会員・退会者の報告
鳴門 山田康江様 斎藤通子様
沖縄 神谷空様 山里江利子様 上原明子様（6/1）
【新会員】
北九州 中村裕巳様 眞鍋孝輔様 福島大亮様 水嶋章陽様（4/16）
SEN姫路 澤野美佐様 富永知加子様（6/1）
神戸 藤原本代様（3/31）
沖縄 大西薫様（4/30）
北九州 東愛子様 小鉢由美様（4/16）
【 退 会 】 フェニックス神戸 李潤玉様（4/30）
姫路 吉川洋子様（5/31）
鳴門 エリア通信№11 4月号で尾崎幸子会員の退会を報告しましたが、クラブで
設けている永続会員として留まってくださることになりました。
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クラブトッピクス（4 月～5 月）
鳴門 ★4/29 恒例と
なっている「草の実祭
り」に今年もバザー出
店、会員の持ち寄った
日用品や衣類等を値
付けして販売しました。
さ さ やかで はあ りま
すが、収益の一部を
静かな山里の福祉施設「草の実学園」へ贈ること
ができました。
岡山 ★4/18ANA クランプラザホテル岡山にて、
例会を行いました。「国際ゾンタ世界大会（横浜）」
のクラブの責
務について、世
界大会の進行
状況報告など
を、話し合いま
した
★5 月 16 日 ANA クランプラザホテル岡山にて、
5 月定例・総会を行いました。国際ゾンタ世界大会
（横浜）での役割、岡山ゾンタクラブ創立 40 周年
記念式典につ
いての話があ
りました。作陽
音楽短期大学
のゴールデン
Z クラブから、
会長・副会長の 2 名が参加してくださいました。
高松 ★高松ゾンタクラブ会報〈第 20 号〉発行
★５月総会の
基調講演に、
エンゼル協会
代表理事 東
村眞理子様
（大阪Ⅰゾン
タクラブ）に
お越しいただきました。
安芸コスモス ★5/5 フラワ
ーフェスティバルすみれステー
ジでカザフスタン留学生と道
田涼子さん（元劇団四季）が素
晴らしい歌声を披露。道田氏は
5/21 にカザフスタンの首都ア
スタナで開かれる、遷都 20 周
年行事に特別ゲストとして招待
され、現地で歌声を披露する
予定。昨年来広した国立アスタ
ナ中央図書館、館長の招きに
応じたものである。20 各国の
図書館関係者が遷都を記念し
て展示と会議を行う予定。

フェニックス神戸 ★4/13 兵庫国
際交流会館（留学生会館）のウエル
カムパーテｲに参加。茶道指導を通
じ、クラブともかかわりの深いモロッ
コのイムラン氏が「神戸ＰＲ大使」に
任命される、フｴニックス神戸の茶道
会より茶道具一式贈呈。茶道で日本
をＰＲしていただくように。
★4/20 20 年間音楽
活動を支援してきた発
達障がいの仲間による
音楽グループ「コスモ
ス」のさよならコンサー
トに参加、花束贈呈。「私
たち少し休みますと」。
姫路 ★昨年 11 月の ”ZONTA
Says No ! ” 月間に若者向け
のデート DV 防止パンフレット
を作成し、中高生に配布した
活動が国際ゾンタ Web Site
の“Share Your Story”に掲載
され、喜んでいます。
横浜国際大会でノミネートされ、発表の機会が与
えられることを願っています。
★5/26（土）チャイケモウォーク参加 小児がんと
たたかう子どもたちやそのご家族を応援するため
に、参加者がみんなでお揃いのみどりの T シャツを
着て、楽しく神戸の街を歩くチャリティーイベント
です。今年、姫路ゾンタクラブはこのチャリティー
ウォークのブロンズスポンサーとして協賛し、応援
しています。
ＳＥＮ姫路 ★5/12（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：フルート/深江亮太氏、ピアノ/松本
光史氏）
高松Ⅱ ★4/17
養護施設亀山学園へ
寄付持参

福岡 ★在アメリカ領事館政治経済担当領事 ト
ーマス・ホイットニー氏講話「ワーキングファザー
の挑戦」についてお話しいただきました。
★CSW62 の報告（3/18 北九州での JAWW 織田さん
報告会の報告） ★2018 年ディナーショーのゲスト
を検討 （清水万那子さん（案）4/26 ライブを見
学） ★ゴールデン Z の製作を検討（次回持ち越し）
2 月例会 ・３月３０日ローズデーについて ・来期新
役員について ・横浜世界大会スケジュール確認
Area4 エリア通信 〈2 〉

クラブ活動報告（4 月～5 月）
徳島 （16名）
◇4/9 理事会 ◇4/18 京都Ⅱチャリティー園遊会に 3 名出席 ◇4/23 例会 指名委員 2 名選出 ◇4/26 国際ゾンタ財
団へ寄付金及び会費（2018 年～2019 年）送金 ◇5/7 理事会 ◇5/8 徳島ゾンタ 50 周年誌企画計画会（第一回）
◇5/21 例会・総会準備
鳴門 （33名）
◇4/8（日）4 月理事会（次年度の委員会組織について協議） ◇4/14（土）エリア 2 エリアミーティング（横須賀）に 1 名出
席 ◇4/17（火）4 月例会（次年度の委員会組織決定） ◇4/18（水）徳島県女性協議会第 6 回理事会に 1 名出席/京都Ⅱ
園遊会に 7 名参加 ◇4/29（日）草の実学園の“草の実まつりバザー”でチャリティーバザーを開催し売上金を寄付/鳴
門市子どものまちづくり推進協議会総会に担当委員 1 名出席 ◇5/2（水）総会の準備（新旧 会長・副会長・会計・書記）
◇5/8（火）新旧理事会（横浜国際大会に向けて協議/総会の準備） ◇5/12（土）エリアⅠエリアミーティング（小樽）に 1
名出席 ◇5/17（木）5 月例会及び第 40 回総会開催（クラブ入会金の見直しについて審議し投票により決議/新入会員
の紹介/永続会員の推薦について全会一致で承認/記念誌委員会より進捗状況報告）
岡山 （21名）
◇4/3 理事会 ANA クランプラザホテル岡山にて ◇4/18 例会…ANA クランプラザホテル岡山にて ◇5/8 理事会 ANA
クランプラザホテル岡山にて ◇5/12 北海道・小樽にて岩井紘子エリア 1 ディレクターの主催(小樽ゾンタクラブホスト)
の下、開催された国際ゾンタ 26 地区エリア 1「第 9 回エリアミーティング」に岡山ゾンタから 3 名参加 ◇5/16 総会 ANA
クランプラザホテル岡山にて 新役員決定
神戸 （8名）
◇4/19（木）例会 ◇5/21（月）理事会・第 38 回定期総会
高松 （42名）
◇4/11 例会 新年度予算（案）事業計画（案） ◇4/14 エリア２エリアミーティング 横須賀ＺＣ（４名出席） ◇4/18 京都Ⅱ
ＺＣ 第 35 回チャリティー園遊会（2 名出席） ◇4/27 理事会 ◇高松大学ゴールデンＺクラブ定例会 18:00～（6 名出席）
◇5/11 例会・総会 基調講演 国際エンゼル協会代表理事東村眞理子様「私の生きがい、途上国の奉仕活動」 ◇5/12 エ
リアⅠエリアミーティング 函館ＺＣ（３名出席） ◇5/19 香川県立盲学校体育祭（5 名出席） ◇5/25 新旧合同理事会
◇5/26 子どもの虐待防止ネットワーク・かがわ総会（2 名出席） ◇5/27 エリア３エリアミーティング大阪ＺＣ(5 名出席)
沖縄 （13名）
◇4/21(土)役員会・定例会 ◇5/19(土)役員会・定例会
北九州 （28名）
◇４/7 役員会 ◇４/16 定例会 ◇４/22 国際交流協会（キーネット）１名参加 ◇４/28 国連ウィメン日本協会北九州総会参
加 ◇４/ 熊本母子センター完成 木下次期ガバナー参加 ◇５/12 役員会 ◇５/21 定例会
◇５/27 エリア 3 エリアミーティング 3 名参加 ◇５/30 会報発行
フェニックス神戸 （9名）
◇４/７茶道指導奉仕 兵庫国際交流会館 ◇4/10 理事会・例会。兵庫国際交流会館 ◇4/15
コーラスとお弁当作りを楽しむ。兵庫国際交流会館（写真） ◇4/21 くがの家コスモス３０周年
リサイタル後援。垂水区レバンテホール ◇５/８理事会・例会（明石のアナゴ寿司を楽しみな
がら） ◇5/12 茶道指導奉仕。兵庫国際交流会館神戸ＰＲ大使イムラン氏に茶道具一式贈呈
◇5/27 コーラスと日本料理、留学生と作る巻きずし（兵庫県国際交流会館） 他、神戸ゾンタクラブの神戸講座、エリア
3 ミーテイング参加
安芸コスモス （16名）
◇4/10(火)役員会 新役員選出 移動例会 横浜世界大会について ◇4/24(火)例会 卓話：佐々木浩
子氏「パールに魅せられて」 ◇５/５(土)留学生と道田氏 FF すみれステージで堂々ときれいな歌声を
披露 ◇5/８(火)役員会 移動例会 横浜世界大会について エクスカーションについて他 ◇5/20(日)
廿日市市 市制 30 周年記念式典出席 ◇5/22(火)例会 5 月卓話 渡部久仁子氏 NPO ANT 広島理事
折鶴の絵本「おりづるの旅」を各言語での贈呈活動について ◇5/28(月)横浜世界大会 会場見学会
姫路 （17名）
◇4/16（月）理事会 ◇4/18（水）京都ⅡZC チャリティー園遊会参加 ◇4/20（金）移動例
会「懐石宿潮里」にて瀬戸内の海を眺めながら、ご馳走を頂きました ◇4/21（土）土曜ク
ラブこども食堂参加 ◇4/25（水）あいめっせ登録団体連絡会議出席 ◇5/14（月）理事会
◇5/18（金）例会（総会）1 年間の委員会報告、次期の委員会が始動 ◇5/22（火）京都ⅠZC
記念例会出席 ◇5/23（水）あいめっせ登録団体連絡会議出席 ◇5/26（土）チャイケモウォーク参加
ＳＥＮ姫路 （22名）
◇4/18（水）理事会・例会 ◇4/25（水）あいめっせ登録団体連絡会出席 ◇5/12（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：フルート/深江亮太、ピアノ/松本光史） ◇5/16（水）理事会
◇5/23（水）あいめっせ登録団体連絡会出席 ◇5/23（水）例会・総会
高松Ⅱ （10名）
◇4/11 例会 ◇4/17 養護施設亀山学園へ寄付 ◇4/20 性暴力被害者支援センター「オリーブ香川」へ寄付 ◇5/2 四
国こどもとおとなの医療センターへ版画家石村嘉成氏の作品を寄贈 ◇5/14 例会
福岡 （31 名）
◇理事会 4/（水）18：30～山田屋ビル 5F ◇例会 4/23（月）18：30～グランドハイアット福岡 ◇理事会 5/9（水）18：30～山
田屋ビル 5F ◇例会 5/21（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 266名】 6/1現在
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イベント案内
神

戸 ✿神戸ゾンタ講座 企画しました時はメールにてお知らせします。
✿沖縄ゾンタクラブ ゾンタ会員ミニバザー開催 8/18（土）PM13:00～ ANA クラウンプラザホテ
沖
縄 ル沖縄ハーバービュー ✿沖縄ゾンタクラブゾンタバザー開催 9/8（土）PM4:30～：特別養護老人ホ
ーム大名『大名まつり会場内』
フェニックス ✿8/17（金）13：30 真夏のロビーコンサート 田中郷子さんのソプラノ独唱と黄色いピアノの演奏を
神
戸 楽しむ 県立総合リハビリテーションセンター中央病院ロビーでの演奏会（無料）
姫
路 ✿6/16（土）ルーテル教会の土曜クラブ子ども食堂にて、お抹茶の出前奉仕をいたします。
✿7/24（火）10：00～15：00「いきいきわくわく健康フェスタ」場所：あいめっせ 大人も子供も食
Ｓ Ｅ Ｎ 姫 路 べて学んで楽しんで、「心」も「からだ」も健康に！「いきいき」「わくわく」がいっぱいのフェステイバル
です。バザー、相談コーナー、耳つぼ、占い、コンサート、料理教室などを実施（無料）
✿6/10（日）9：00 ラブアース（百道浜海岸清掃活動に参加） ✿6/29(金)～7/3(火)第 64 回国際
福
岡
ゾンタ世界大会 in 横浜

例会カレンダー
徳
島
鳴
門
岡
山
神
戸
高
松
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縄
北 九 州
フェニックス神戸
安芸コスモス
姫
路
ＳＥＮ姫路
高 松 Ⅱ
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岡

6月
18 日 18：30 阿波観光ホテル
17日18：30ホテルアド・イン
20 日 12：30 和気町ヤクルト工場（岡山ゾンタクラブ研修）
20日（水）12：30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
16 日（土）11:30ANA クラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー
18 日（月）18：00 リーガロイヤルホテル小倉 4F
12 日（火）18：00 兵庫国際交流会館
30 日 18：00 以降 横浜世界大会 中華料理店
15 日（金）13:00 ホテル日航姫路
20日18:30 ホテル日航姫路
11 日 12：30 オークラホテル丸亀
18日（月）18:30 グランドハイアット福岡

7月
17日18：30 ホテルアド・イン
18 日 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
21日（土）11:30ANAクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー
18 日（火）19：00 リーガロイヤルホテル小倉 4F
10 日（火）18：00 移動例会の予定

24日あいめっせ（健康フェスタにて）
11日12：30オークラホテル丸亀（例会・総会）
23日（月）18:30 グランドハイアット福岡

会長より一言
徳

島

鳴

門

神

戸

姫

路

ＳＥＮ姫路
福

岡

助け合って楽しく学びながら活動できるように努め、徳島 ZC 創立 50 周年に備えたいと思いま
す。どうか、宜しくお願いいたします。
会員の皆様の温かいご支援ご協力のお蔭で、何とか会長任務を終えることが出来感謝してお
ります。また40周年式典を終え退会の意思表示をされていましたチャーターメンバーの皆様
（5名）が、熱心な会員の説得により、2009年6月に設けた「永続会員規定」に則り留まってくだ
さることになり喜んでいます。また新たに新入会員の入会も予定されており、嬉しい広がりに
喜びもひとしおです。
少数人数ながら、第9回エリアミーティングのホスト役を務めさせていただき、とても学ばせて
いただきました。全国よりたくさんのゾンシャンの皆様にご参加いただきましたこと、誠にあり
がとうございました。昨年より例会にて始めました「神戸ゾンタ講座」を6回開催することがで
きました。それぞれに特徴的であり、とても有意義な講座になっていることを自負しておりま
す。そして、蒔田新会長の元、更なる充実を図って参りますので、興味のある講座がありました
ら、是非、ご参加くださいませ。お待ちしております。
姫路ゾンタクラブはゾンタの方針を理解しつつ、とっても意義ある奉仕活動ができていると
自負しています。今期 1 年間の会長でありましたが、会員の温かい協力のもとで、穏やかに過
ごさせて頂きました。心から感謝しています。有難うございました＼(^o^)／
ニースの世界大会に参加して２年余り、いろいろありましたが、皆様のご協力を得て会長の仕
事を無事終える事ができました。皆様、本当にありがとうございました。
会員の皆様の素晴らしいサポートと、全員それぞれの持てる能力を活かして出来上がってい
く組織の素晴らしさを実感した一年でした。心から感謝しています。
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