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この地球上には何と過酷な状況下に置かれている女

性，女児の多い事よ、何ぞ力になれる事ってないものか

と、常日頃痛感していましたが、この度の 7 月 2 日か

ら 6 日開催された、仏国コートダジュール、ニースで

の第 63 回国際ゾンタ世界大会で、ゾンタとして出来

る活動が UN を通して精一杯なされている報に触れ、

ゾンタの意義を再認識して来たものでした。 

日々の私達ゾンタ活動が、有能なる女性育成をバッ

クアップしつつ、何らかの形で世界の女性，女児救済支

援に寄与出来ていることは大変嬉しい事です。

真鍋新ガバナーチームの一員として、奉仕とアドボカ

シーを念頭に会員皆で力合わせる事で、ささやかながら

も、女性の地位向上につながるお仕事が出来ればと思い

ます。

会員個々は一国一城の主で、それぞれがスバラシイ世

界の持ち主。ボランティアという共通の目的で結ばれて

いるゾンタという組織の下、ゾンシャンという輪を、更

に大きくなるよう、大切に大事に育んで行きませんか。

2 年後の 2018 年世界大会が私達 26 地区、横浜で開

催されるのを機に。そして成功裡に導くためにも。 

ご挨拶 
国際ゾンタ 26 地区エリア 1 

エリアディレクタ－ 岩井紘子

去る 5 月 21 日、エリア１エリアミーティングに於いて岩田前 AD から AD 職を引

き継ぎ、７月２日、ニース世界大会地区ミーティングで、いよいよ名実共に今期エリア

1AD を務める事に相成りました仙台ⅠZC の岩井紘子です。 

感性豊かな岩田前 AD とは違い、建築という総合コンストラクトで培った生粋の土建

屋アーキテクトです。持前のあらゆる素材を生かし、モノを構築するという技術屋精神

でエリア 1 会員皆様のため、この２年間、何とか明るく、楽しくお役目を全うして行け

ればと願っております。 

エリア 1 のみなさま、何卒ご協力、お力添えのほど宜しくお願い致します。

■ AD 活動報告および今後の予定 ■

■ トピックス・表彰 ■

★ 第 64 回国際大会（横浜）、大会委員長への任命

★ 第 64 回国際大会（横浜）、大会会計への選任

★ 国際ゾンタからの 2 名以上新会員を入会させたゾンシャンへの表彰

★ 国際ゾンタから個人寄付を全会員がしたクラブへの表彰

★ 26 地区 YWPA 委員長への任命

★ 26 地区 JMK 奨学委員長への任命　　

★ 春季藍綬褒章受章；18 年にも及ぶ家庭裁判所調停員に対して 

山本蒔子会員（仙台Ⅰzc） 

佐藤晴美会員（仙台Ⅰzc） 

古賀詔子会員（仙台Ⅰzc） 

秋田ゾンタクラブ 

中野わか子会員（塩釜 zc）

山川多美子会員（福島 zc） 

岡 初恵会員（仙台Ⅰzc）

mailto:fzj04134@nifty.ne.jp


— 仙台Ⅰゾンタクラブ — 会長；岩崎恵美子 会員数；36 名 

★クラブ活動報告 6月 5日 

6月 7日 

6月 21日 

7月 12日 

7月 19日 

仙台Ⅰzc女性自立支援金贈呈バスツアー 

6月新・旧合同役員会 

6月例会    ※「自立の家」で栽培の野菜販売協力

2015年度総会・皆勤賞表彰式 

7月役員会 

7月例会    ※「自立の家」で栽培の野菜販売協力

★イベント案内 11月  9日 仙台Ⅰゾンタクラブ創立50周年記念コンサート 

今井信子のヴィオラとピアノ、朗読による「冬の旅」 

— 札幌Ⅰゾンタクラブ —  会長；谷口エツ 会員数；7 名 

★クラブ活動報告 6月 8日 

7月 13日 

例会： 2016-2017年度プログラム等年間計画案、予算案審議 

熊本地震への寄付について 

例会： 今年度の奉仕について審議 

★イベント案内 9月  1日 

12月 24日 

輝く女性交流会 Vol.2 開催協力 

日時：9月1日(木) 19：00～21：30 場所：札幌プリンスホテル 

会費： 6000円(予定) 

クリスマス チャリティーディナーコンサート(予定)

日時：12月24日(土) 18：30～ 場所：札幌パークホテル

— 函館ゾンタクラブ — 会長；池亀睦子 会員数；21 名 

★クラブ活動報告

★イベント案内 7月 22日 

8月  9日 

8月 20日 

9月 21日 

第31回日本語日本文化講座夏季ｾﾐﾅｰｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄへの奉仕活動 

函館教育大学サマースクールへの奉仕活動 

第41回チャリティビンゴパーティー 

例会に奉仕先の団体代表に出席していただき、交流と奉仕金の授与式 

— 塩釜ゾンタクラブ — 会長；中野わか子 会員数；7 名 

★クラブ活動報告 6月 15日 

6月 28日 

7月  7日 

7月 23日 

６月例会 （出席率８６％）「年間活動計画」 

社会福祉法人嶋福祉会 さくら学園 (障がい者自立支援施設,) 

支援金を届けに、会員３名で施設訪問。 

社会福祉法人あしたば福祉会 生活介護事業 あすなろ 支援金を届けに、

会員４名で施設訪問。クラブ創設以来の継続事業として再認識 

７月例会（出席率７１％）「活動報告とこれから活動内容の検討」 

トピック：男女共同参画・ジェンダー 等

★イベント案内 未 定 

— 札幌Ⅱゾンタクラブ — 会長；成瀬泰子 会員数；26 名 

★クラブ活動報告 6月 22日 

7月 20日 

アドボカシー委員会…今年度奨学生募集要項を北大へ送付

北星学園Ｚクラブ打合せ

奉仕委員会…ディナーコンサート準備

アドボカシー委員会…奨学生の候補者決定

ラオス「なかよし小学校」 佐藤氏卓話

★イベント案内 10月 創立30周年記念式典・Ｚクラブ認証状伝達式及び祝賀会 

（コンサート／中丸三千繪様）

— 盛岡ゾンタクラブ — 会長；下田幸枝 会員数；18 名 

★クラブ活動報告 6月  8日 

6月 24日 

6月 29日 

7月  9日 

7月 11日 

7月 13日 

6月例会、総会 2015年度事業・決算報告、2016年度事業計画・予算案 

盛岡市中央公民館別館女子トイレ洋式化工事費贈呈式 

理事会 創立30周年記念式典準備 
山田町ゾンタハウス訪問 高校生カフェ「Zooカフェ」開店祝、支援金贈呈 

理事会 創立30周年記念式典準備 

例会 

★イベント案内 10月 30日 

11月 09日 

11月 09日 

創立30周年記念式典・祝賀会 

第 26 回 外国人による日本語スピーチコンテスト 

第 15 回 チャリティークリスマスパーティ 

■ クラブ報告：6～7 月 ■



— 札幌ＩＲＩＳゾンタクラブ — 会長；岡部文子 会員数；11 名 

★クラブ活動報告 7月  1日～ 

7月 11日 

第63回ゾンタ国際大会参加（ニース） 会長参加 

例会 卓話：ネパール支援と東日本支援活動報告 

講師：どさんこ海外保健協力会代表理事：大泉樹氏 

★イベント案内 12月  5日 クリスマスチャリティビンゴパーティ

— 秋田ゾンタクラブ —   会長；佐藤康子 会員数；13 名 
★クラブ活動報告 6月  8日 

6月 20日 

6月 26日 

6月 27日 

7月 13日 

6月例会 エリア通信12号、ガバナー通信12号 

日本女性会議2016あきた賛助支援 

秋田県国際交流協会賛助支援 

秋田県男女共同参画センター主催ハーモニーフェスタ参加 

ゾンタPR展示出品 

ニース国際大会欠席の為プロキシー（安芸コスモスZC）&全会員13名の

個人ドーネーション手続き（札幌ⅡZC 岩田）を委託

7月例会 ゾンタ運営に基づく委員会構成と役割について再学習 

主催事業の進め方について協議 

★イベント案内 9月 11日 

（予定） 

第20回健康セミナー（主催事業） 

UNHCR寄付支援 

— 小樽ゾンタクラブ —   会長；平井聰子 会員数；7 名 
★クラブ活動報告 6月  

6月 20日 

6月 30日 

7月 

7月 18日 

7月 30日 

奉仕活動6月 

例会 エリアミーティング報告会 

会計監査 

奉仕活動 

総会 事業報告 収支決算報 次年度事業計画・予算決定 

潮まつり ねりこみ審査 

★イベント案内

— 福島ゾンタクラブ — 会長；牛来令子 会員数；12 名 

★クラブ活動報告 6月  7日 

7月 

福島ゾンタクラブ 総会 

7月例会 

★イベント案内 8月12,13日 

12月  3日  

‘ 男性カルテットGamin de Nara’による老人介護施設訪問 

第10回チャリティークリスマスパーティ 

— 郡山ゾンタクラブ — 会長；兼谷 啓（？）会員数；0（？）名 
★クラブ活動報告

★イベント案内 未 定 

— 釧路ゾンタクラブ — 会長；柏木智恵子  会員数；8 名 
★クラブ活動報告 6月 15日 

7月  3日 

7月 10日 

7月 10日 

総会・（平成 27 年度事業報告、平成 28 年度事業報告、収支予算案） 

札幌Ⅱエリアミーティング報告 

役員会・例会 

釧路観察所「社会を明るく青少年育成くしろふるさとカルタ大会」後援・ゾンタ賞 

里親付春採湖ハマナス手入れ 

★イベント案内 8月 

9月 

10月 

11月 

12月 

釧路どんぱく祭り検討 

ユネスコ協会と親睦  釧路新聞社70周年記念式典出席予定 

チャリティフェスティバル検討

札幌Ⅱゾンタクラブ30周年記念式典出席予定

卓話

クリスマスミニコンサート検討

— 山形ゾンタクラブ —  会長；澤 和子 会員数；19 名 
★クラブ活動報告 6月  2日 

6月  5日 

6月 11日 

7月1～8日 

7月 11日 

7月 14日 

7月 29日 

第9回定期総会・6月定例会 

仙台ⅠＺＣ「ボランティア団体寄贈気仙沼バスツア－」2名参加 

イオン天童店にて「黄色いレシ－ト活動」3名参加

国際ゾンタ ニ－ス国際大会 2名参加

イオン天童店にて「黄色いレシ－ト活動」５名参加

7月定例会

特別養護老人ホ－ム「清幸園」ふれあい訪問（予定）

★イベント案内 10月  山形県男女共同参画「チェリアフェスティバル」 



★行事経過報告

— 塩釜ゾンタクラブ — 

● ６月28日 社会福祉法人 嶋福祉会 さくら学園

支援金を届けに、会員３名で施設訪問。 

● 社会福祉法人あしたば福祉会 生活介護事業 あすなろ

支援金を届けに、会員４名で施設訪問。 

— 盛岡ゾンタクラブ — 

● 6月24日（金）盛岡市民中央公民館別館女子トイレ洋式化工事費

（105 万円）贈呈式盛岡市教育長 千葉仁一氏へ 

● 7月9日（土）山田町ゾンタハウス「Zooｶﾌｪ」の高校生と共に

— 福島ゾンタクラブ — 

● 2016年4月17日（日）：福島ゾンタクラブ創立20周年記念式典・祝賀会

盛会のうちに式典・祝賀会を終えることができました。

併せて、福島ゾンタクラブ創立以来のチャーターメンバー6 名の表彰も行いました。

— 山形ゾンタクラブ — 

● 7/29(金)14時～15時天童市特別養護老人ホーム「清幸園」を

ふれあい訪問を行いました。会員 7 名で歌を歌ったり、健康

体操をしたり、楽しく花笠を踊ってきました。

トピックス  —第63回国際ゾンタ世界大会inニースー 

開催期間；７月２日～6日、 参加者総勢；2323名（ゲスト含む）、26地区参加者；97名、会場；アクロポリス コンベンションセンター 

エリア1出席者；仙台Ⅰzc-4名、函館zc-1名、札幌Ⅱzc-5名、盛岡zc-2名、札幌IRISzc-1名、山形zc-2名 計15名

1 日目 7/2 地区ミーティング 

2 日目 7/3 フラッグパレード，Ｂ.Ｓ 

3 日目 7/4 選挙，Ｂ.Ｓ 

4 日目 7/5 メモリアルサービス， 

Ｂ.Ｓ，横浜ＰＲ 

5 日目 7/6 Ｂ.Ｓ，フリー， 

クロージングバンケット

1 日目 2 日目 

3 日目 

4 日目 

5 日目




