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国際ゾンタ２６地区エリア１

ご挨拶

エリアディレクター

岩井紘子

あの大雪は何だったのでしょう、今や桜の蕾が‘もう良いかい’と開花スタンバイする候となりました。たった
２ヶ月前のことなのに…。卒業、入学、入社という心躍る人生の節目となる４月を迎え、私達26地区の4つのエリア
でも一斉にエリアミーティングが開催されます。
今年のエリアミーティングはローズデーテーマ「女性の地位向上、女性と女児に対する暴力の撲滅」や、今期目標の
「女性の権利を擁護するリーダー的組織であり続ける」に沿ったテーマが主となっております。とりわけエリア1は、
かつてノーベル平和賞を受賞されたバングラデッシュのムハマド・ユヌス氏と彼が創設したグラミン銀行のお話で、
マイクロクレジット手法による貧困層救済、特に女性を対象に無担保の少額融資策で貧困と闘ったということを現地
取材された坪井ひろみさんの基調講演があります。
エリア1は地理的に交流しにくい地域ですが、せめてエリアミーティングにはご参加頂き、ゾンタ在り方を語らい
ゾンタ仲間としての親睦交流が図れればと切に希望しております。エリア1会員の皆様、来る5月20日、秋田で会い
ませんか。お待ちしております。

トピックス・表彰
－ 塩釜ゾンタクラブ －
★平成28年度町村議会広報表彰「第３１回広報コンクール」において「りふ議会だよりNo.161」が最優秀賞(第1位)を
受賞されました！ 長年、議会広報常任委員をつとめられておられる塩釜クラブ遠藤紀子会員(現利府町議会議員)の
ご活躍を讃えて報告させて頂きます。 参照：「町村議会広報表彰」ページ

AＤ活動報告および今後の予定
2月～3月(2/1～3/20)の行動

2月 1日(水)
2月 2日(木)
2月17日(金)
2月25日(土)
2月26日(日)
3月 2日(木)
3月 4日(土)
3月 5日(日)
3月 8日(水)
3月12日(日)

エリア通信第4号発行
山形ゾンタクラブクラブ訪問
福島ゾンタクラブクラブ訪問
「改正児童福祉法をどう活かすか」シンポジウム 東洋大学125記念ホール 出席
名古屋SORA ローズデーイベント チャリティビンゴパーティ 出席
大阪Ⅰゾンタクラブローズデーチャリティイベント「千の音色でつなぐ絆」TSUNAMIヴァイオリンコンサート 出席
和歌山ゾンタクラブローズデーへのお誘い 春の宴とセミナー「暦で知る自然のリズム」 出席
奈良万葉ゾンタクラブゾンタローズデー記念講演「飛鳥の女帝・その背景」 出席
山形ゾンタクラブ子草ローズデー記念講演「ワークライフバランスの実現に向けて」 出席
東京Ⅱゾンタクラブ補助犬育成のための「加藤登紀子チャリティコンサート&ビンゴの集い」 出席

4月～5月(3/21～5/20)の行動予定

3月26日(日)
4月 1日(土)
4月16日(日)
4月22日(土)
5月13日(土)
5月19日(金)
5月20日(土)

北九州ゾンタクラブローズデー講演会「納富昌子氏 私の歩いてきた道」
エリア通信第5号発行
エリア２エリアミーティング HC名古屋SORA 名古屋東急ホテル
エリア４エリアミーティング HC神戸ZC 神戸ポートピアホテル
エリア３エリアミーティング HC奈良ZC ホテル日航奈良
第５回26地区理事会
秋田ビューホテル
エリア１エリアミーティング HC秋田ZC 秋田ビューホテル 13：30 ～

新入会者・退会者報告
入

会
★ 新田 みつ子

退
仙台ⅠZC

2017年 4月

会
★ 須甲 敬子

小樽ZC

2017年 ３月31日

クラブ報告：2～3月
－ 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
2月 7日
2月21日

役員会
2月例会 卓話：東北大学大学院女子学生海外渡航支援金受給者 東北大学大学院医学系研究科

Ｄ１Aniko Karpati様をお呼びし「研究テーマは脳のアストロサイトの機能について」
ゴールデンＺクラブの活動報告がありました。
「自立の家」のクッキー販売協力

3月 3日
3月 7日
3月 8日
3月10日
3月12日
3月16日
3月21日

姉妹クラブ 奈良ゾンタクラブへ「お水取りツアー」 ９名参加
役員会
山形ゾンタクラブローズデー記念講演会 ３名参加
仙台パイロットクラブチャリチィーコンサート ４名参加
東京Ⅱゾンタクラブ チャリチィーコンサート ３名参加
仙台Ⅰ・塩釜ゾンタクラブ共催 ローズデー 記念講演会「宮城の子どもの貧困について」
（写真別添付）
３月例会 「自立の家」お野菜販売協力

－ 札幌Ⅰゾンタクラブ

－

会長：谷口エツ

会員数： 8名

★クラブ活動報告
2月 8日
3月 8日

２月例会 ：ローズディについて、指名委員選出
ローズディ活動
３月例会 ：来年度新会長、会計決定、今年度奉仕先、金額決定 （写真別添付）

－ 函館ゾンタクラブ

－

会長：池亀睦子

会員数：２0名

★クラブ活動報告
2月 1日
2月15日

理事会開催 ：ローズデー講演会にむけて打ち合わせと報告
例会開催 ：講演会説明および打ち合わせ。

3月 1日

理事会開催 ：エリアミーティングにむけての話

3月 4日
3月15日

ローズデー関連講演会開催 一般市民も参加（写真別添付）
例会開催 ：エリアミーティング説明

有意義な例会を開催する為の意見交換会。
講演会最終説明

講演会の反省と今後についての話し合い

★イベント案内
8月26日
9月 7日

チャリティービンゴパーティー開催
ホレスタコンサート開催

－ 塩釜ゾンタクラブ
★クラブ活動報告
2月15日
3月16日

－

会長：中野わか子

会員数：

７名

3月20日

２月例会 ：「ローズデイ講演会について」他 出席率７１％
３月定例会 ：「エリア１エリアミーティングについて」 於：仙台国際ホテル 主席率：７１％
仙台Ⅰ・塩釜ゾンタクラブ共催 ローズデイ記念講演会
：「宮城の子どもの貧困対策について」講師：志賀慎治氏 （写真別添付）
仙台市男女共同参画推進センター エルパーク仙台30周年記念イベント 出席２名

3月23日

：｢さあ、その先へ！｣ ゲスト：桜井 陽子氏 (全国女性会館協議会 前理事長) 奥山恵美子氏（仙台市長）
社会福祉法人 あしたば福祉会「あすなろ」評議会出席予定 出席２名

－ 札幌Ⅱゾンタクラブ
★クラブ活動報告
2月 8日
2月10日
2月13日
2月15日
2月28日
3月 8日
3月 9日
3月12日
3月15日
3月28日

会長：成瀬泰子

会員数：27名

役員理事会
ローズデイ打合せ ２名出席
札幌IRIS ZC 新春の集い 12名出席
例会
Zクラブ(北星学園女子中学高等学校)訪問 ２名出席
ローズデイ行事 11名出席（写真別添付）
役員理事会
次年度奉仕事業候補下見 7名出席
東京ⅡZC チャリティーコンサート 3名出席
例会 ：2017年度役員理事選挙
日本国際連合協会北海道支部女性部交換会 8名出席

－ 盛岡ゾンタクラブ
★クラブ活動報告
2月 8日
2月22日
3月 8日

－

－

会長：下田幸枝

会員数：１８名

例会 ：ローズデー・30周年記念コンサートについて
理事会
例会 ローズデー：西松園病院長 斎藤 惠子先生の講話 （写真別添付）

★イベント案内
5月11日

盛岡ゾンタクラブ30周年記念コンサート 前田美波里「トーク&夢のミュージカルソング」
（写真別添付）

－ 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 2日

例会
新春の集い：約８０名の参加を得て開催しました。アメリアイヤハート記念のミニバザーも開き、

3月 8日

ローズデイ ：４クラブ合同で街頭での国際女性デイの周知を呼びかけ、ティッシュペーパーの配布を行った。
（写真別添付）

ゾンタのことを知って頂くことができたようです。

－ 秋田ゾンタクラブ
★クラブ活動報告
2月 2日
2月 4日
2月 8日
2月 9日
2月17日
3月 2日
3月 8日
3月11日
3月26日

－

会長：佐藤康子

会員数：１３名

秋田大学留学生修了パーティに参加(会長)
エリア１エリアミーティングのための会員全員による打合わせ
２月クラブ理事会・例会開催
ＡＭ基調講演講師との第１回面談打合わせ
ＡＭ案内書の発送事務(以後、関係業務継続)
秋田県男女共同参画センター利用者会議に出席
３月クラブ理事会・例会開催 ：第２６回秋田ゾンタクラブ賞受賞者決定
東京Ⅱゾンタクラブチャリティパーティに参加 ２名
第２６回秋田ゾンタクラブ賞贈呈および講演会 （写真別添付）

★イベント案内
5月20～21日

国際ゾンタ２６地区エリア１エリアミーティング開催(秋田市)
目下エリアミーティング開催準備のため努力しています。
ご意見、ご要望等お知らせください。

－ 小樽ゾンタクラブ
★クラブ活動報告

－

会長：平井聰子

2月20日

例会 ：ローズディについての勉強会, 3/8ローズディの取りくみについて

3月 8日
3月20日

札幌３クラブとの合同イベント（ティッシュ、パンフ配布）
例会 ：ローズディのイベントの報告

会員数： 6名

チャリティーイベント打ち合わせ

4月17日

チャリティーコンサート＆ランチの打ち合わせ
秋田エリアミーティングの小樽ＰＲについて
例会(予定)：チャリティーイベント打ち合わせ

★イベント案内
5月14日

チャリティーコンサート＆ランチ開催

－ 福島ゾンタクラブ
★クラブ活動報告
2月 1日
2月17日
2月20日
3月12日
3月17日

3月 8日

会長：牛来令子

会員数：１１名

福島県立図書館児童図書贈呈式に出席
２月例会、及びエリアⅠAD岩井紘子様クラブ訪問 （写真別添付）
福島市立図書館児童図書贈呈式に出席
東京Ⅱゾンタクラブチャリティーコンサート １名出席
３月例会 ：「子どもの貧困をなくすためには」子ども食堂の実態についての卓話 講師 二瓶由美子様（写真別添付）

－ 釧路ゾンタクラブ
★クラブ活動報告
2月 8日

－

－

会長：德山直子

（代）柏木智恵子

会員数：

８名

例会 ：国際ゾンタ2016年～2018年度の目標、討議
会員増強について
国際ゾンタローズデーについて
例会 ：2018年国際ゾンタ世界大会、日本で初めて横浜市で開催に付き準備基金｢クラブ、個人｣について検討
ゾンタローズデー記念行事、釧路ゾンタクラブ主催～「アンナコロ混声合唱団」と共に楽しい集い
エリアⅠエリアミーティング（秋田ゾンタクラブ）開催5/21～出席者募る
会員増強（新会員さん４月例会へ体験参加予定）
卓話～検討中
クラブ年間活動報告、クラブ現状報告、国際・国内協力奉仕寄付金報告
クラブ訪問AD岩井紘子様へご依頼（６月予定）

★イベント案内
4月
6月

卓話
小学生日本語スピーチ大会予定

－ 山形ゾンタクラブ
★クラブ活動報告
2月 2日
2月16日
2月20日
2月27日
3月 5日
3月 8日
3月16日

－

定例会 岩井ADクラブ訪問
理事会・１０周年実行委員会
山大医学部小児科病棟へ遊具等寄贈 （写真別添付）
10周年実行委員会開催
「ロ－ズデ－」街頭活動・10周年実行委員会 （写真別添付）
定例会・「ロ－ズデ－」記念講演会 （写真別添付）
理事会

★イベント案内
6月18日

会長：澤和子

山形ゾンタクラブ１０周年記念式典

会員数：１９名

★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

●3月16日(木)
ローズデー記念講演会 仙台ⅠＺＣ・塩釜ＺＣ共催
18:30～開催 於：仙台国際ホテル 95名出席
タイトル：｢宮城の子どもの貧困について」
講師：志賀 慎治氏 （宮城県保健福祉部子育て支援課 課長）
子供の将来がその生まれ育った
環境によって左右されることの
ない社会を実現するために。
をテーマにお話し頂きました。

●３月３日(金)
奈良ゾンタクラブとの姉妹クラブ交流
吉野の桜で始まった奈良ゾンタクラブとの姉妹クラブの締結
でしたが、当初より奈良の「お水取り」時期の訪問は、仙台
Ⅰゾンタクラブ会員の願いでした。歴史ある奈良での、しか
も歴史ある行事へ参加への仙台の会員の強い思いを汲んで
頂き盛り沢山な計画を立てて頂きました。二日間の訪問でし
たが歴史的な行事や大和路のトレッキングを通して、姉妹
クラブの交流を深めることができました。（岩崎）

函館ゾンタクラブ
●3月4日(土)
ローズデー記念事業として開催の講演会
タイトル：こどもがこどもでいるために
テーマ：この地域で取り組める虐待予防
講師 ：小児科医 日本虐待医学会代議員
石倉 亜矢子 様

３月４日 水野 撮影

塩釜ゾンタクラブ
●３月16日(木)
ローズデイ記念講演
仙台Ⅰゾンタクラブのお声掛けを頂きまして、塩釜クラブ
と共催という形でローズデイ講演会を実施できました。
改めまして、仙台Ⅰゾンタクラブの皆様に感謝申しあげます。

●３月８日(水)
国際女性デーにあわせ、札幌ⅠZC, 札幌ⅡZC, 札幌IRIS ZC, 小樽ZCの
４クラブ合同でローズディイベントを開催。２６地区の来年度のテーマ
「女性の地位向上、女性と女児に対する暴力の撲滅」を掲げ外部への
アピールを札幌市内中心部でティッシュを作成し、配布して行った。
当日は北海道放送の取材を受け、「世界中で女性と子どもを守る活動」
としてテレビ放送された。

札幌Ⅱゾンタクラブ
●3月8日(水)
札幌Ⅰ, Ⅱ, IRIS, 小樽の4クラブ合同で国際ゾンタと国際
女性デイをPRし、女性と女児への暴力の撤廃を訴える
ことを目的に、札幌三越前街頭にてティッシュの配布を
行いました。
●3月27日(月)
若い音楽家の育成と活動を支援することを目的に
京王プラザホテル札幌にて、第15回スプリング
コンサートを開催いたしました。

札幌IRISゾンタクラブ
●3月8日(水)
ローズデイ PM１２：３０～１４：００ 札幌三越デパート前にて
ティッシュペーパー１０００個の街頭配布を行いました。４クラブ合同
(札幌Ⅰ、札幌Ⅱ、札幌ＩＲＩＳ、小樽)での「見える活動」をめざし、
｢国際女性デイです。国際ゾンタです。｣と｢ZONTA SAYS NO｣を訴えた。
HBC（北海道放送全道版）のテレビ取材もあり 夕方のニュースで取り上げ
られ話題になりました。
ZONTA SAYS NOのリボンを作成し肩に黄色いバラと共につけて広く
アピールすることができました。各クラブそれぞれ役割分担協力のもと
２０数名の参加で、来年はさらに充実した活動を目指そうと話し合いました。

盛岡ゾンタクラブ
●3月8日(水)
例会 ローズデー 西松園病院長 斎藤 惠子先生の講話
今までに診療の他に
・震災後、縁があった被災地の中学生6名をオーストラリアに
10日間ホームステイの支援現在も続いている。
（時代をつなぐ子供たちに自信を持たせたかった）
・働く女性が働きやすい制度を国に提案中
（なかなか決まらないので継続して提案中）
会員の他にゲストを交えてその他色々活動している斎藤先生、
同性として大いに刺激になった。

●5月11日(木)
盛岡ゾンタクラブ30周年記念コンサート
前田美波里 トーク&夢のミュージカルソング
県民会館 中ホール 18：30 開演

福島ゾンタクラブ
●2月17日(金)
エリアⅠAD岩井紘子様クラブ訪問に
於きまして、｢ローズデー｣に向けての
各クラブの取り組み方についてお話を
いただきました。エリアⅠ以外の各ク
ラブ活動を知る良い機会となり、今後
の活動の参考にしたいと思っています。
●3月17日(金)
例会では、福島銀行社外取締役
二瓶由美子様を講師に招き、
「子どもの貧困をなくすためには」
—こども食堂の実態—というタイトル
でお話を伺いました。子どもの貧困が
性被害やDV被害、危険ドラッグや薬
物依存に大きく関わっている事など
内容の濃いお話で、「ローズデー」の
貴重な講演となりました。

秋田ゾンタクラブ
●3月26日(日)
３．８国際女性デー・ゾンタローズデー関連事業
第２６回秋田ゾンタクラブ賞贈呈
秋田大学国際交流センター平田未季さん
受賞記念講演：生まれた土地で生きる
－秋田の過疎地帯とシリアの人々の物語－

小樽ゾンタクラブ
●5月14日(日)
小樽クラブチャリティーイベントご案内
チャリティーコンサート＆ランチを開催
ご出演は札幌交響楽団コンサートマスター 大平まゆみ様
場所：ホテルノルド小樽 12時開場 12時30分開宴 会費：6000円
どうぞ、小樽に足をお運びください。

山形ゾンタクラブ
●2月20日(月)
山形大学医学部小児科病棟へ寄贈
ロ－ズデー記念として、山形大学医学部小児科病棟に
入院している子供たちへ、DVDや遊具等を寄贈しま
した。(2010年から寄贈、今年で8回目)
●3月5日(日)
ロ－ズデ－街頭活動
会員６名が山形駅自由通路に立ち、「3月8日はロ－ズ
デ－」の案内チラシとポケットティッシュを配りなが
ら、通行人へPR活動を行いました。
●3月8日(水)
ロ－ズデ－記念講演会
佐藤孝弘山形市長による「ワ－クライフバランスの実現に
向けて」と題して講演会を開催。
参加者120名。市長から直にお話が聞くことができ大変
好評でした。働いている世代はもちろん、中高年につい
ても地域とのつながりやボランティア活動など、ワ－ク
ライフバランスの多様性について興味深い内容でした。

