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岩井紘子

東京桜開花宣言の前日19日、上野公園を散策する機会がありました。少し風が冷たく感じましたが、１週間後の
3月24-25日、4エリアの先陣を切って開催された千姫路ホストゾンタクラブによるエリア4エリアミーティングは、
まるで空気の柔らかさが違って愈々本格的春の到来を感じました。今後エリア2、1、3と、立て続けに今期後半のエ
リアミーティングが開催されます。私どもエリア1の12クラブの会員数は、2017年７月末180名も2018年3月末
181名と若干なりとも増え、喜ばしい限りです。しかし、クラブ当たり平均会員数はエリア1は15名、2は17.83
名、3は23.37名、4は20.46名とかなりエリア1の実質クラブ会員数には厳しいものがあります。来る５月11-12
日の小樽でのエリア1エリアミーティングは世界のゾンシャンにご支援頂いた東日本大震災から7年たった子供たちの
今を取り上げました。ご支援頂いた皆様への御報告と、感謝の思いと風化懸念、社会問題等、女性の視点で被災から
の復興に取り組まれた前仙台市長奥山美恵子氏と、ゾンタの支援シンボルとなった山田町ゾンタハウスを見守り続け
られた森田明美教授をお招きして、災害と子供の未来を語って頂きます。災害を通してのボランティア、奉仕、アド
ボカシーを学べたらと考えております。奮ってご参加下さい。

トピックス・表彰
－ 盛岡ゾンタクラブ －
★ 柴田和子会員（一般社団法人岩手県芸術文化協会会長）が 2017年11月22日に、2016希望郷いわて国体に芸術文化の
側面より尽力された他、岩手県の芸術文化の振興に努められた功績が認められ、文化庁地域文化功労者賞を授与されました。

AＤ活動報告および今後の予定
2月～3月の行動予定

2月 1日(木)
2月16日(金)
2月17日(土)
2月25日(日)
3月 2日(金)
3月 2日(金)
3月 3日(土)
3月 8日(木)
3月 9日(金)
3月18日(日)
3月24日(土)
3月25日(日)
3月31日(土)

エリア通信第10号発行
鳴門ZC 前夜祭 システィーナ歌舞伎鑑賞
大塚美術館システィーナホール
鳴門ZC 創立40周年記念式典
ルネッサンスリゾートナルト 海天の間
大阪ⅡZC チャリティイベント 愛の木管五重奏の調べ
リーガロイヤル大阪
嶺南ZC ローズディチャリティイベント ふぐで福いっぱい！ ニューサンピア敦賀
三重ZC 前夜祭 なばなの里イルミネーション＆食事会
なばなの里
三重ZC 国際ゾンタ認証状伝達式
四日市都ホテル 鈴鹿の間
大阪ⅠZC ローズディチャリティ講演会 講師；竹田恒㤗氏 日本を楽しく織る ～古事記に学ぶ日本の心と未来 ～ ホテルニューオオタニ大阪
仙台Ⅰ・塩釜ZC ローズディ記念講演会 講師；鷲見八重子氏 国連SDGsをどう生かすか 「一人も残さない」社会実現するために エルパーク仙台
東京ⅡZC チャリティーコンサート 盲導犬育成・障害者自立支援 ジョン・健・ヌッツォの世界とチャリテイビンゴの集い 京王プラザホテル
エリア4エリアミーティング エクスカーション 宝塚歌劇団観劇・有馬温泉
エリア4 第10回エリアミーティング
ホテル日航姫路
北九州ZC ローズディ記念講演会 講師；中野裕弓氏 人生100年時代を踏まえて
男女共同参画センター

4月～5月の行動予定

4月 1日(日)
4月13日(金)
4月14日(土)
4月15日(日)
4月18日(水)
5月11日(金)
5月12日(土)
5月27日(日)

エリア通信第11号発行
第8回26地区理事会
メルキュールホテル横須賀
エリア2 第10回エリアミーティング
メルキュールホテル横須賀
エリア２エリアミーティング エクスカーション 軍港クルーズ・記念艦 三笠見学
京都ⅡZC チャリティ園遊会
泉涌寺山内今熊観音寺
エリア1エリアミーティング エクスカーション
小樽美術村・小樽貴賓館見学
エリア1 第９回エリアミーティング
グランドパーク小樽
エリア３ 第10回 エリアミーティング
リーガロイヤルホテル大阪

新入会者・退会者報告
入

会
★ 土肥 則子
★ 久我 亜祐美

退
札幌ⅠZC 2018年
函館ZC 2018年

2月14日
3月 1日

会

★ 小泉 佐千子
★ 清野 由美子

塩釜ZC 2018年
３月 ４日
山形ZC 2018年 12月 1日

クラブ報告：2～3月
－ 仙台Ⅰゾンタクラブ
★クラブ活動報告
2月 6日
2月15日
2月20日

－

会長：岩崎恵美子

会員数：３5名

2月役員会
鳴門ZC 記念式典 3名参加
2月例会 ：卓話 講師：仙台ⅠZC 東北大学大学院女子学生海外渡航支援金受給者
東北大学大学院 経済研究科 博士前期課程 清水 千絵 様
「仙台自立の家」お菓子販売
国際ゾンタ認証状授与式 3名参加

出席率 78％

3月18日
3月20日

三重ZC
3月役員会
仙台ⅠZC 塩釜ZC共催 ローズデー記念講演会開催 ：講師 国連ウィメン日本協会理事 鷲見八重子氏 （写真別添付）
講演会の冒頭に２施設（NPO法人アスイク様、NPO法人テディック様）への寄付目録への授与式を執り行いました。
東京ⅡZC チャリティーコンサート 3名参加
出席率74％
3月例会 ：来年度新会長・副会長選出、横浜コンベンションマーケットプレイスでの販売について 他

3月29日
3月30日

宮城県ユニセフ協会理事会・評議会出席 （会長）
JMK女性実業家奨学金応募要項を県内10大学に送付

3月 3日
3月 6日
3月 9日

「仙台自立の家」野菜販売

－ 札幌Ⅰゾンタクラブ

－

会長：森本恵美

会員数： 8名

★クラブ活動報告
2月 5日
2月14日
3月 8日
3月14日

札幌IRIS ゾンタクラブ「新春の集い」3名参加
例会 ：新入会員入会式 (土肥則子様）、ローズデーについて、今後のクラブ運営について
ローズデー4クラブ合同(札幌Ⅱ・ 札幌IRIS・小樽・札幌Ⅰ)開催 （写真別添付）
例会 ：ローズデー報告、エリアミーティング・国際大会について、
今年度奉仕先及び金額決定（国際ゾンタ、山田町ゾンタハウス）、
札幌身体障害者スキー協会「バイスキー」積立基金

－ 函館ゾンタクラブ
★クラブ活動報告
2月 7日
2月16日
3月 2日
3月 7日
3月16日

－

会長：池亀睦子

会員数：２4名

理事会 ：ローズデーの活動について、アドボカシー委員会より提案説明
例会 ：ローズデーについての報告 新入、久我会員入会セレモニー
理事会 ：ローズデー活動の詳細説明 エリアミーティングの説明と出席者確認
ローズデー活動として、クリアファイル、とティッシュを函館中心地で通行人に配布。
（写真別添付）
地元テレビ局と新聞２社が取材報道してくれました。
エリアミーティング詳細説明
例会 ：次年度役員構成発表
次年度奉仕先提案について奉仕委員会より説明

－ 塩釜ゾンタクラブ
★クラブ活動報告

－

会長：中野わか子

会員数：

6名

2月 9日

宮城県中小企業団体中央会、みやぎの女性活躍促進連携会議 H29年度「女性のチカラは企業の力」
普及推進シンポジウム基調講演「誰もがいきいきと活躍できる社会をめざして」

2月21日
3月 9日

2月定例会 ：「横浜国際大会登録・ローズデイ準備」 出席率８３％
仙台Ⅰ・塩釜ゾンタクラブ ローズデイ記念講演会 講師：国連ウィメン日本協会理事 鷲見八重子氏

講師：村木厚子氏 津田塾大学客員教授・元厚生労働省事務次官 出席：遠藤・佐藤・引地・村上会員（写真別添付）

『国連SDGsをどう生かすか～「一人も取り残さない」社会を実現するために』
3月14日
3月27日

－ 札幌Ⅱゾンタクラブ
★クラブ活動報告
2月 5日
2月14日
2月17日
2月21日
2月22日
3月 3日
3月 5日
3月 7日
3月 8日
3月14日
3月25日
3月27日

（写真別添付）

３月定例会： 「エリア１ミーティング・世界大会参加の準備」 出席率100％
社会福祉法人 あしたば福祉会 第２回評議会 出席 佐藤洋子会員

－

会長：成瀬泰子

札幌IRIS ZC 新春の集い 9名出席
役員理事会
鳴門ZC 創立40周年記念式典 2名出席
例会
Zクラブ(北星学園女子中学高等学校)訪問 3名出席
三重ZC 設立認証状伝達式 1名出席
辻紀代子会員札幌文化団体協議会「文化賞」受賞お祝い会
役員理事会
ローズデイ行事 16名出席 （写真別添付）
例会：2018年度役員理事選挙
エリア４エリアミーティング(姫路ZC) 1名出席
第16回スプリングコンサート

－ 盛岡ゾンタクラブ
★クラブ活動報告

－

会員数：24名

16名出席

会長：下田幸枝

会員数：１6名

2月14日
2月28日
3月14日

例会： ローズデーについて，世界大会への未登録の会員に対し、登録の手伝い
理事会： ローズデーについて，世界大会の役割担当決めと仕事の確認（ランチ・登録）
例会： ローズデーとして「はまなすサポート」の担当の県職員 後藤啓之氏の卓話（写真別添付）

3月28日

理事会： 新年度について

新年度の会長選出の為の指名委員選出

－ 札幌ＩＲＩＳゾンタクラブ
★クラブ活動報告

会長：岡部文子

－

会員数：１１名

2月 5日

例会 ：指名委員3名選出
新春の集い ：アメリアイヤハート記念ミニバザー開催

2月12日
2月17日
3月 3日
3月 5日
3月 8日
3月12日

コンベンション委員会報告：役割、申込、宿泊について
鳴門ゾンタクラブ40周年式典・祝賀会出席
三重ゾンタクラブ認証状伝達式・祝賀会出席
理事会
ローズデイ：札幌地下街での啓発ティッシュ1500個配布 （写真別添付）
例会 ：国際会費・山田町ゾンタハウス・エリアミーティング・横浜大会・台湾義援金・30周年事業 について

モントレエーデルホフ札幌 約100名 ビンゴゲームも楽しみました

－ 秋田ゾンタクラブ
★クラブ活動報告

－

会長：佐藤康子

会員数：１4名

2月14日

2月理事会・例会：ガバナー通信１０号およびエリア１通信１０号による学習、

3月 1日
3月14日

第２回秋田県中央男女共同参画センター・ハーモニーネット利用者懇談会出席(１名)
3月理事会・例会：女性デーイベント・第２７回秋田ゾンタクラブ賞贈呈の準備と受賞者との諸連絡、

3月31日

第２７回ゾンタクラブ賞贈呈式と講話 (受賞者：NPOあきた子どもネット 代表理事 後藤節子さん) （写真別添付）

新春チャリティランチコンサートの結果報告、横浜コンベンション参加登録 その他

２０１８年度クラブ新役員指名、Ｊ，Ｍ，クローズマン奨学生募集

その他

★イベント案内
5月

ギフトフェア

－ 小樽ゾンタクラブ
★クラブ活動報告
2月 5日
2月19日
3月 8日
3月19日

3月16日
3月18日

会長：平井聰子

会員数： 6名

札幌ＩＲＩＳゾンタクラブチャリティービンゴ出席 （小田）
例会： ロ－ズディイベントについて、 エリアミーティングに向けて
札幌地下歩行空間 ローズディ アピール参加 （小田・平井）
例会： ローズディ報告 エリアミーティングに向けて

－ 福島ゾンタクラブ
★クラブ活動報告
2月 2日
2月 3日
2月 9日
2月16日
2月19日

－

（開催日日程未定）

－

会長：牛来令子

会員数：１１名

（写真別添付）
福島県立図書館児童図書贈呈式に出席
「子どもの貧困について考える～子ども食堂の現場から」の講演会に参加
臨時例会 ：国際大会登録についての話し合い
理事会・例会 ：「ローズデー」についての話し合い
福島市立図書館児童図書贈呈式に出席
ラジオ福島に国際ゾンタ及び福島ゾンタクラブの紹介を依頼
理事会・例会 ：横浜大会登録の確認、次期会長、会計の選出
福島FMぽこに国際ゾンタ及び福島ゾンタクラブの紹介を依頼
東京Ⅱゾンタクラブチャリティコンサートに出席 （1名）

★イベント案内
4月 9日
5月12日

福島ゾンタクラブ創立記念樹「ゾンタ桜」お花見
エリアⅠ第9回エリアミーティング（小樽）に出席予定：4名

－ 釧路ゾンタクラブ
★クラブ活動報告
2月 7日

2月22日
3月 8日

－

会長：柏木智恵子

（写真別添付）

会員数：

８名

理事会：国際大会横浜コンベンション委員会に会長（1/28）出席
100周年記念協力金について個人会員からの寄付募る、クリーンパートナ～登録団体へ助成制度について
国際ゾンタ国際ゾンタローズデーについてアンケートの項目を提出、
クラブを楽しい会に維持していく事についての話し合い
例会： 国際ゾンタローズデー（3/8）釧路市の出前講座（釧路立国ショーケースを中心とした釧路市の
政策・地域社会における将来像、市民が育てる明るい未来像市民が育てる明るい未来像）
理事会・例会： 国際ゾンタローズデー講座の役割分担決定・講座のご出席者に付きご案内を配付、
小樽ゾンタクラブエリアミーティング（5月11日開催）の参加者募る、
台湾東部大地震災害協力支援、100周年記念協力金について個人会員からの寄付決定

★イベント案内
4月

卓話検討

－ 山形ゾンタクラブ
★クラブ活動報告
2月 1日
2月11日
2月15日
2月19日
2月20日
2月24日
2月26日
3月 4日
3月 8日
3月16日
3月22日

－

会長：澤 和子

定例会： 次期会長選挙にて松村昌子副会長を新会長に選出
イオン黄色いレシ－ト活動 5名参加
理事会
たんぽぽ子ども食堂訪問 3名参加
あさがお子ども訪問 1名参加
みどり町こどもひろば訪問 3名参加
子ども食堂「楽」訪問 2名参加
ロ－ズデ－街頭活動
6名参加 （写真別添付）
定例会、ロ－ズデ－記念講演会、こども食堂４団体へ寄付 一般含70名 （写真別添付）
イオンスタイル天童4周年記念合同バザ－ 5名参加 （写真別添付）
理事会

★イベント案内
4月 5日

会員数：１8名

学ぼうゾンタ！「実践英会話」横浜大会に向け英語でおもてなし

★行事経過報告・お知らせ
仙台Ⅰゾンタクラブ

札幌Ⅰゾンタクラブ

札幌Ⅱゾンタクラブ

●3月9日(金)

●3月8日(木)
国際女性デーに4クラブ合同
(札幌Ⅰ、札幌Ⅱ、札幌IRIS, 小樽)で
ローズデーイベントを開催。札幌地下歩行
空間で「女性と女児に対する暴力の撤廃」
を掲げティッシュを配布。
用意されたパネルにはゾンタの紹介ポスター
や動画・スライドでメッセージを伝えた

●3月8日(木)
4クラブ合同でローズデーイベントを開催。

ローズデー記念 仙台ⅠZC 塩釜ZC 共催
タイトル：国連SDGｓをどう生かすか
「一人も取り残さない」社会を実現するために
講師：鷲見八重子 氏
日時：平成30年3月9日（金）18:00開演
場所：エルパーク仙台セミナー1，2
天候が雨降りの中、多くの皆様にお出で頂き、
大変貴重なお話を伺うことができました。
鷲見先生をはじめ、共催いただきました塩釜ZC
の皆様、GZの学生の皆様に感謝申し上げます

ローズデイ 鷲見先生

子ども支援NPOへの寄付

函館ゾンタクラブ

ローズデイ 集合写真

塩釜ゾンタクラブ
●2月9日(金)
基調講演講師：村木厚子氏(中央)と共に

●3月7日(水)
ローズデー活動として、函館市内の中心
地にて、ゾンタのビジョン、奉仕プログ
札幌IRISゾンタクラブ
ラムなどを印刷した クリアファイル、
ティッシュを通行人に約３００部を配布。 ●3月8日(木)
ローズデイ活動
広報として、地元テレビ局、新聞２社が
ＡＭ１１：００～ＰＭ２：００
取材に応じ、テレビ、新聞に掲載された。
札幌地下街で国際女性デイをＰＲのため、
1500個のティッシュペーパーを配布。
昨年に引き続き、札幌Ⅰ、札幌Ⅱ、
札幌IRIS、小樽の4クラブ合同。パネルでの
掲示と共に、YouTubeからの、国際での
ローズデイ等の活動動画を映したことに
より、多くの人が関心を持ってくれるきっ
かけとなった。

盛岡ゾンタクラブ
●3月9日(金) ローズデイ記念講演会

中央： 講師 鷲見八重子氏 (仙台Ⅰ・塩釜ZC)

秋田ゾンタクラブ
●3月31日(土)

3.8国際女性デー関連事業
第２７回秋田ゾンタクラブ賞
贈呈式と
講話：子供の権利と幸せを
支える NPOあきた子ども
ネットの活動

●3月14日(水)
ローズデーとして、岩手県性犯罪・性暴力
被害者支援ワンストップ支援体制「はまなす
サポート」の運営役所の後藤啓之さんに
内容を話していただきました。
相談センターを中心とした連携型で協力医療
機関・保険薬局・精神保健福祉センター・保
健所・弁護士会・警察からなり相談専用電話
「はまなすサポートライン」を設け、H29年
10月1日から運用開始。警察白書では被害が
非常に少なく書かれているが、マスコミに
ＰＲしたら相談件数が増えた。リーフレット
を配布しているが、今年度の分は在庫があま
りない。次年度はカード型のリーフレットの
予定だが、既存のリーフレット作る費用を
盛岡クラブに協力お願いしたいとのことで、
当クラブ協力でリーフレットが出来たことを
明記することで、決まりました

小樽ゾンタクラブ
●3月8日(木)
札幌地下歩行空間でローズディのイベント
として札幌３クラブと合同でポスター、
DVD映写、ティッシュ配布を
行いました。用意した分全配布
できて感謝でした

釧路ゾンタクラブ
●釧路ゾンタをPRするために、
「ゾンタ紹介チラシ入りティッシュ」
を街中で配りながら呼びかけする事を検討中

福島ゾンタクラブ
●2月 2日(金)
福島県立図書館
児童図書贈呈式
2月19日(月)
福島市立図書館
児童図書贈呈式
に出席しました。
今回は県立図書館に
児童図書60冊、
市立図書館に30冊を
寄贈しました。
創立当初からの継続事業を
今後とも続けて行きたいと
思います。

山形ゾンタクラブ
●3月4日(日) ロ－ズデ－街頭活動
山形駅自由通路にてポケットティッシュとロ－ズデ－案内チラシ
500枚を配りながら告知活動を行った。
●3月8日(木) ロ－ズデ－記念講演会と寄付寄贈式
山形県学童保育連絡協議会理事 瀬戸山京子氏「 昭和を生きて 」
～先人の思いをつなぐ～ 初の女性市議会議員として女性の地位
向上に尽くし、働く女性と子供のために学童保育を作った
瀬戸山氏の、激動の時代を生き抜いてきた半生が語られ、
力をいただいた。

2月4日 福島民報掲載

講演会の後、ロ－ズデ－記念寄付寄贈式を行った。
毎年継続して寄贈している山大医学部小児科病棟の他に
今年初めて山形市子ども食堂へ寄贈。
●3月16日(金)
イオンスタイル天童4周年記念 黄色いレシ－ト団体合同バザ－に
参加。合同バザ－で、会員の手作りお菓子やジャム雑貨等 販売し、
山形ゾンタのPRを行った。

