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エリアディレクター 岩井紘子

ご挨拶
サァ～、愈々本番です

何と忙しい８月だったろう。
８月5～21日の第31回リオデジャネイロ・オリンピック競技会。
８月7～21日の第98回全国高等学校野球選手権大会。
８月17、21、22、23日の台風7、11、9号の関東、北海道への上陸、再上陸。
作新学院の54年振りの優勝、大活躍した日本勢選手団を祝したリオ・オリンピック閉会式の余韻に浸っ
ておるも束の間、あの忌まわしい8月30日夜9時頃から始まった台風10号の岩手県岩泉、北海道南富良野
の被害状況。
4月14日未明に発生した熊本・大分地震復興が困窮しているさ中、忘れられない東日本大震災復興に疲労
困憊している岩手に何で又！と相次ぐ天災に振り回されている昨今。皆様に於かれましては大過なくお過
ごしなされたでしょうか。
もうすでに台風16号の危機に晒されています。お互い気を付けましょうね。
さて様々な思いのあった今年の夏も終わり、いよいよ秋本番に入って参りました。各クラブさんも今期の
事業企画、実施に向け何かと気忙しくなられた事と思います。
26地区2016～18年度活動目標に則した様々な活動がなされ、エリア通信で報告できる沢山のニュース
を各クラブからお知らせ頂けますことを楽しみに願っております。

AＤ活動報告および今後の予定
９月１９日(月)
１０月 １日(土)
１０月 １日(土)
１０月１４日(金)
１０月１６日(日)
１０月３０日(日)

秋田ＺＣ 次年度のエリアミーティング打ち合わせ
エリア通信第２号発行
横浜ゾンタクラブ創立５０周年記念式典参加
札幌Ⅱゾンタクラブ創立３０周年記念式典・祝賀会参加
姫路ゾンタクラブ創立１０周年記念式典・祝賀会参加
盛岡ゾンタクラブ創立３０周年記念式典・祝賀会参加

トピックス・表彰
－ 盛岡ゾンタクラブ －
★10月１～11日まで岩手国体。
1日の開会式で両陛下の御前で被災地3県の合同合唱団（一般）とソリストとして柴田㤗孝（柴田
和子会員の息子さん）さんが岩手県オリジナル復興ソング(作曲さだまさし)「ふるさとの風」を歌
います。

新入会者・退会者報告
入

会

退

★小野寺夢津子 仙台Ⅰ 2016年 ９月２０日
★伊藤佐紀

札幌Ⅱ 2016年 ９月２1日

会

★根本敏子 福島 2016年 7月31日

クラブ報告：８～９月
－ 仙台Ⅰゾンタクラブ －
８月 ８日
★クラブ活動報告

★イベント案内

８月 ９日
８月２３日
８月２４日
８月２７日
８月３０日
９月２０日
１１月 ９日

－ 札幌Ⅰゾンタクラブ －
８月 ８日
★クラブ活動報告
★イベント案内
－ 函館ゾンタクラブ
★クラブ活動報告

９月１４日
１２月２４日

－
８月

9日

９月２１日

－ 塩釜ゾンタクラブ
★クラブ活動報告

１０月

－

９月

４日

９月１０日
９月１１日

９月

★イベント案内

７日

１１月１９日

－ 札幌Ⅱゾンタクラブ －
８月１１日
★クラブ活動報告
８月１７日
８月２３日
９月 １日
９月 ８日

★イベント案内
－ 盛岡ゾンタクラブ
★クラブ活動報告

★イベント案内

会長：谷口エツ

９月１１日
９月１４日
９月２１日
１０月１４日

－
８月１０日
８月３１日
９月１４日
９月２８日
１０月３０日
１１月 ９日
１２月１４日

会員数：

７名

移動例会（会員の親睦を兼ね例会場を変更し開催）エルム
ガーデンにて奉仕イベントについて審議
例会： 女性交流会報告、イベント審議
チャリティーディナーコンサート「クリスマスの夕べ」

会員数：２１名

障害時を支える教育大学の活動、サマースクールin函館に寄付金
を贈呈
例会時、会員職業分類の見直し
第42回、チャリティービンゴパーティーを開催。
（参加者437名）
例会時、市内の女性奉仕団体への寄付金贈呈と性的虐待の被害者
を支援する団体、リフカの会の代表者の卓話と活動資金の贈呈
アイヌ人による、アイヌ文化と人権問題をテーマに卓話を頂きます

会長：中野わか子

８月 ５日
８月２０日
９月 ３日

会員数：３６名

広報委員会
アドボカシー委員会
国連・国際委員会
奉仕委員会
財務、監事合同委員会
会員、企画委員会
「自立の家」で栽培の野菜販売協力
創立５０周年記念チャリティーコンサート
今井信子「冬の旅」

会長：池亀睦子

８月１７日
８月２０日

★イベント案内

会長：岩崎恵美子

会員数：

７名

塩竈市市民総務課市民安全課協働推進室訪問 会長：中野
８月例会 「2016-2018ゾンタの活動方針と動き」出席率：71%
「白雪姫プロジェクト」山本加津子氏の講演会 出席：引地副会長
＊「白雪姫プロジェクト」とは、「植物状態」の方たちに、回復の方法や、
それにつながる意思伝達の方法、口から食事をとること、リハビリの方
法、介護の方法などの情 報を集め広めるプロジェクト
利府町主催 講演
「災害に強い町をつくる～地域住民が防災復興の主人公になるために」
講師：浅野富美江(宮城学院特任教授) 参加：遠藤会員
仙台市 せんだい男女共同参画財団主催 STOP!DV市民講座
「災害とDV」講師：戒能民江（お茶の水女子大学名誉教授）
出席：会長中野
塩竈市主催 「防災・減災フェスタ in塩竈 」 出席：会長中野
講演会「子どもの視点から考える地域の防災・減災」
講師：麻生川敦氏（元南三陸町立戸倉小学校の校長先生）
講座「男女共同参画・多様な視点 みんなで備える防災・減災」
講師：佐藤晴子氏（宮城県環境生活部共同参画社会推進課）
９月例会「2016世界大会について学ぶ」 出席率：86％
仙台ZC岩崎会長・大須賀会員からの世界大会レポートを伺う
11月例会 勉強会「フードバンクについて学ぶ」
講師：コープフードバンク事務局長 中村礼子氏

会長：成瀬泰子

会員数：２７名 （9/21入会予定者含む）

役員理事会
例会 卓話：性暴力被害者支援センター北海道『さくらこ』
産婦人科医 堀本江美氏
Zクラブ(北星学園女子中学高等学校)訪問 4名出席
北海道で輝く女性の祭典 4名出席
第39回さっぽろ・インターナショナルナイト
第1回実行委員会 1名出席
日本医学会第10回北海道大会 6名出席
役員理事会
例会 新入会員入会式 奨学金贈呈式(前期分)
札幌Ⅱゾンタクラブ創立30周年記念式典・祝賀会
Zクラブ(北星学園女子中学高等学校)認証状伝達式

会長：下田幸枝

会員数：１８名

移動例会 － 会員によるミニオークション(収益は奉仕活動資金へ)
理事会 —30周年について
例会 —30周年について
理事会 －30周年について
創立30周年記念式典・祝賀会（金田賢一 朗読と音楽）
第26回外国人による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ー

－ 札幌ＩＲＩＳゾンタクラブ －
★クラブ活動報告
８月 ７日
９月１２日

★イベント案内

－ 秋田ゾンタクラブ
★クラブ活動報告

１２月

５日

－

会長：岡部文子

クリスマスチャリティビンゴパーティ
ホテルモントレ・エーデルホフ
PM６：３０ 会費8,000円

会長：佐藤康子

８月１０日
８月２８日
９月 ２日
９月１４日
９月１７日
９月１８日

会員数：１１名

移動例会 小樽散策9名参加
ＪＲ移動で楽しく和やかに懇親できました
例会
・チャリティパーティ打ち合わせ
・2年後に迎えるＩＲＩＳ30周年の準備に関して

会員数：１３名

８月理事会・例会
２４時間テレビ(秋田ABS放送)支援
秋田県国際交流協会主催「国際交流フェスティバル」参加のため
のミーティング出席
９月理事会･例会
安芸コスモス提供・映像による第６３回ニース国際大会を学習
秋田県国際交流をすすめる会(わぴえ)の修了祝賀会に参加
秋田ゾンタクラブ主催事業
「第２０回健康セミナー 医療・介護に頼らず長く生きる」開催
会場：秋田市役所・センタース
講師：前中通総合病院院長 福田光之
一般市民８０名参加

９月１９日

岩井ＡＤをお迎えして、次年度エリア１エリアミーティング開催
のための打ち合わせ

★イベント案内

１月１５日

２０１７秋田ゾンタクラブ新春チャリティ・ランチコンサート開催
会場：秋田ビューホテル 飛翔の間

－ 小樽ゾンタクラブ
★クラブ活動報告

－

会長：平井聰子

８月２２日
８月２５日
９月１９日

会員数：

７名

例会 国際大会報告書（函館クラブより）について
潮まつり審査報告
輝く女性交流会（札幌）出席
例会 チャリティイベント準備 日程、出演者決定
小樽市次期総合計画作り 団体別アンケートの検討

★イベント案内
－ 福島ゾンタクラブ
★クラブ活動報告

－

会長：牛来令子

８月１２日
８月１３日
９月１６日

★イベント案内
－ 釧路ゾンタクラブ
★クラブ活動報告

１１月
１２月

３日

－
８月

８月２０日
９月
９月

★イベント案内

－ 山形ゾンタクラブ
★クラブ活動報告

１日
７日

１０月１２日
１１月 ９日
１２月２１日

－
８月 ４日
８月１８日
９月 １日
９月 ７日
９月１５日

★イベント案内

「浪江町仮設住宅」介護支援センター「陽光園」において、「ガマード
なら」様による慰問コンサート
「ケアハウス広瀬 やながわホーム」において、「ガマードなら」
様による慰問コンサート
例会 仙台Ⅰゾンタ岩崎恵美子様、大須賀はつ様より、ニース国際
大会の報告を受ける
鎌田障がい福祉センター「きらら」慰問コンサート
第10回チャリティークリスマスパーティ

会長：德山直子
５日

会員数：１１名

会員数：

８名

第２回まちなかにぎわい広場へ出店
（NPO法人くしろ・わっと主催）
どんぱくの出店の件・
第１８回チャリティフェスティバル開催について討議
協賛・チケット・抽選会・ポスター・後援企業等募る
第１８回チャリティフェスティバルについて開催決定
・７団体より後援決定通知書を頂く
・会員にチケットを500枚配布
第18回チャリティフェスティバル開催
ユネスコ協会と環境問題についての卓話を開催（仮題）
親睦クリスマスパーティ開催

会長：澤和子

会員数：１９名

定例会
理事会
移動例会＆卓話
講師：仙台Ⅰゾンタクラブ会長 岩崎恵美子様
山形市特別養護老人ホ－ム「菅沢荘」へタオル寄贈200枚寄贈
理事会

★行事経過報告・お知らせ
仙台Ⅰゾンタクラブ
●１１月９日 創立５０周年記念
チャリティー
コンサート
今井信子
「冬の旅」
の準備

札幌Ⅰゾンタクラブ

函館ゾンタクラブ

●9月1日(木)「輝く女性交流会
のおさそい」第ニ回を特別協
力で 参加。
講演はTV料理で活躍中の星澤
幸子様をゲストに、また札幌Ⅰ
ZCを含めた3団体の代表によ
るフォーラムを開催。
働く女性の今を語ってもらい
ました。
今年も会員増強に繋がる交流
会となりました。

盛岡ゾンタクラブ

●８月２０日 チャリティービンゴパーティー
チャリティービンゴパーティーを開催し、国際
及び市内7団体への奉仕金をつくりました。
サマースクールin函館の開校式に会員が参加し
ました。

札幌Ⅱゾンタクラブ

●10月３０日
30周年祝賀会の記念公演
朗読三昧
金田賢一(俳優)
丸尾めぐみ(ピアノ)
（円熟味が加わっ
た金田さんの朗
読が楽しみです）

●札幌Ⅱゾンタクラブ
創立30周年記念式典・祝賀会
参加予定人数(9月20日現在)
式典106名 祝賀会100名

●札幌Ⅱゾンタクラブは１９８６年７月 日本で19番目、
世界で１１５４番目のクラブとして国際ゾンタより加盟
認証され誕生しました。
また 創立３０周年を機にＺ クラブ（北星学園女子中学
高等学校）が２０１６年５月１１日国際ゾンタ認証番号
７７１番を得て日本で最初のＺクラブが誕生いたしまし
た。
創立３０周年にあたり 記念式典 Ｚクラブ認証伝達式
祝賀会記念コンサートを催します。
会員一同、ゾンタクラブの理念をモットーにして、誠実
に奉仕活動をして行きます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

札幌ＩＲＩＳゾンタクラブ
●８月７日 移動例会：札幌駅出発しＪＲでの席の
確保に知恵を働かせ、おしゃべり付きで小樽を散
策しました。
「ニトリ小樽芸術村」での圧巻のステンドグラス
とアールヌーヴォーのガラス芸術を、それぞれの
感性での評価をささやきながら、笑いと感動入り
混じっての楽しくて仕方のないメンバー間の交流
でした。
その後、年配者二人は炎天下の小樽を
歩くのはつらい為人力車にて移動、本
日の例会会場となる、半身揚げ若鳥の
老舗「なると」へと移動、しっかりと
例会も行い、美味しい食事とまたまた
楽しい交流のできた一日でした。

秋田ゾンタクラブ

福島ゾンタクラブ
●８月１２・１３日 「ガマードなら」慰問コンサート
福島ゾンタクラブの会員が奈良を訪問中にたまたまお世話
になった方がボランティア活動の一つとして是非3.11の
被害を受けた東北地方で慰問コンサートをしたいというお
話を伺いお願いをして来て頂きました。
お盆期間の忙しい時期ではありましたが、施設の方達には
十分楽しんでいただけたと思っております。
特に長崎出身のメンバーが歌った「精霊流し」のメロディ
ーは、聞く者の心をとらえて、思わず涙してしまいました。
震災から5年が過ぎてもいまだ東北に心を寄せて下さって
いる「ガマードなら」の皆様に感謝しております。
お知らせ
★昨年と同じ障がい福祉センター
「きらら」において、同じサー
クルの「チェリーブロッサムク
ワイア」による慰問コンサート
を予定しております。
福島ゾンタクラブとしては、今
後も継続して活動出来ればと思
っております。

●秋田ゾンタクラブ主催
第２０回健康セミナー
９月１８日（日）
会場：秋田市役所
市民センター
３Ｆ
演題：医療・介護に頼
らず長く生きる
講師：中通総合病院
前院長 福田光之

釧路ゾンタクラブ
●地域の中心市街地活性化と釧路
市防災庁舎の認知を目的として
釧路市役所防災庁舎前で実施さ
れた、第２回まちなかにぎわい
広場に参加しました。
収益は少ないですが、市民と団
体さんとのコミュニケーション
が楽しかったです。
お知らせ
★9月2日～4日実施の釧路大漁どんぱくに参加
予定でしたが、会員不足の為、参加出来ず。
＜クラブ活動予定＞
11月（日時未定）春採湖にて秋のハマナス
手入れを実施

山形ゾンタクラブ
●9/1 卓話「５０才からの新たな出発」
講師 仙台Ⅰゾンタクラブ
会長 岩崎恵美子氏
岩崎恵美子氏は５０才過ぎてから、
海外で発展途上国の医療活動(主に
感染症対策と予防)へ自ら参加。
そのバイタリティに感動と勇気を
いただきました。

●9/7山形市「菅沢荘」へ
タオル寄贈
特別養護老人ホ－ム「菅沢荘」へ
タオル200枚を寄贈しました。
施設へのタオル寄贈は奉仕委員会
を中心に会員に呼びかけ、集まっ
たタオルを毎年継続して施設へ寄
贈しています。

