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ご挨拶
国際ゾンタ２６地区エリア１

エリアディレクター　岩井紘子

　風薫る爽やか5月。車窓から様々な緑織りなす遠くの山々と田植え間近かの水張り田圃を眩しく見ながら、エリア

ミーティング会場秋田への車中人でしたのは19日の真昼間。エリア２，３，４のエリアミーティングのスバラシさを

思い巡らしながら、さて愈々私の番。念願の参列者100名を超した安堵感はあるもののエリアの皆さんには、どのよ

うな納得感を持って頂けるだろうかとの想いで、19日理事会翌日20日のエリアミーティング成功への瞑想に耽ってい

ました。

　ホストクラブ秋田ZC会員皆様の機転と技量で、さり気なく粛々とミーティングは進められました。「女性の地位向

上のためにできること」と題した国際開発学会理事の坪井ひろみさんの、世界ジェンダー・ギャップの様々な視点と、

女性がエンパワーするには、所得を生み出し管理すること、教育を修得すること、そして個人の資質、社会的ネット

ワークが女性に力を与えるのではというお話。その一例として、全くお金に触ったこともない女性がいるとされている

バングラデッシュでのノーベル平和賞受賞者ムハマド・ユヌス博士考案なる、貧困から女性が自立するグラミン銀行の

仕組みづくりの刺激的な基調講演が功を奏し、奥ゆかしい知的な秋田ゾンタならではのミーティングが出来ました。　　　　

　今回初演という秋田アトリオン少年少女合唱団付懇親会、翌増田町の内蔵と酒蔵見学と上畑温泉さわらびでの現代の

名工なる日本料理人築山氏の昼食を頂いたりと、この2日間の皆様のご協力に対し、ホストクラブ会員共々、この誌上

をお借りしまして感謝申し上げます。有難うございました。

トピックス・表彰

新入会者・退会者報告

AＤ活動報告および今後の予定

北九州ZCローズディ講演会「納富昌子氏　私の歩いてきた道」

入　会 退　会

　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　

4月～5月(3/26～5/25)の行動

6月～7月(5/26～7/25)の行動予定

 3月26日(日)
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 ZC　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
秋田ZCエリアミーティング打ち合わせ　　　　秋田キャッスルホテル
盛岡ZC創立30周年記念第24回チャリティーコンサート　「前田美波里トーク&ミュージカル」　岩手県民会館中ホール
エリア3エリアミーティング　HC奈良ZC　　ホテル日航奈良
小樽ZC｢大平まゆみチャリティコンサート&ランチ｣ ホテルノルド小樽　兼小樽ZCクラブ訪問　次回エリアミーティング会場視察等
第4回26地区理事会　　秋田キャッスルホテル

エリア通信第6号発行
松本ZC　まつもと岩波文庫講演会上野千鶴子氏　まつもと芸術館主ホール
山形ZC設立10周年記念式典　メトロポリタンホテル山形
エクスカーション　黒沢温泉喜三郎
山梨ゾンタZクラブ認証伝達式

★ 三宅 けい子    函館ZC   2017年   4月1日  

★ 江藤 久美子　札幌ⅡZC　2017年  4月24日

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

 4月  1日(土)
 4月16日(日)
 4月22日(土)
 5月  7日(日)
 5月11日(木)
 5月13日(土)
 5月14日(日)
 5月19日(金)
 5月20日(土)

 6月  1日(木)
 6月  3日(土)
 6月18日(日)
 6月19日(月)
 6月24日(土)

札幌ⅠZCクラブ訪問 7月12日(水)

特になし

★ 斉藤 真夕子　札幌ⅡZC　2017年  4月24日

★ 薮田 道子　　札幌ⅠZC　2017年  5月10日

エクスカーション「秋田　増田の内蔵見学と街歩き」 5月21日(日)

函館ZCクラブ訪問 7月19日(水)

★ 吉田 久美子　札幌ⅡZC　2017年  4月24日

★ 齋藤 澄子　　 釧路ZC　　2017年  5月31日
★ 山形 痲衣華    函館ZC   2017年   4月1日  ★ 橋口 奈央　　函館ZC　　2017年  5月31日 ★ 木村 ひで　　 釧路ZC　　2017年  5月31日

★ 德山 奈穂子　 釧路ZC   　2017年  5月31日



  クラブ報告：4～5月

★クラブ活動報告
  4月  4日 役員会

－  仙台Ⅰゾンタクラブ　－

新事業検討委員会

役員会

会長：岩崎恵美子 会員数：３7名

－  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

　

－  函館ゾンタクラブ　－ 会長：池亀睦子 会員数：２2名

★クラブ活動報告

　

－  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

－  札幌Ⅱゾンタクラブ　－ 会長：成瀬泰子 会員数：24名

★クラブ活動報告

－  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

　

4月11日

　

　　

　「自立の家」お菓子販売協力

  5月  2日

例会  5月16日

エリア1エリアミーティング（秋田）15名参加  5月20日

  4月12日 例会 ：次年度各委員会決定、エリアミーティングについて
  5月10日

例会 ：各委員会報告、例会皆出席者表彰、横浜世界大会協賛等

  4月  5日 理事会開催 ：次年度役員構成発表

例会開催 ：新入会員入会セレモニー
　 エリアミーティングに向けて、人権とは？の意見交換

4月19日

  5月  2日 理事会開催 ：次年度奉仕先の提案発表
  5月17日 例会開催 ：９月７日開催フォレスタコンサートのチラシ等配布

　 ２０１６年度終了の懇親会。
秋田エリアミーティング６名参加5月20日

  4月12日 理事会
Ｚクラブ合同勉強会　5名出席4月14日

エリア2エリアミーティング　1名出席4月16日

例会4月19日

エリア4エリアミーティング　1名出席4月22日
  5月10日 理事会

骨髄バンク寄付贈呈　4名出席
  5月13日 エリア3エリアミーティング　1名出席

小樽ZCチャリティーコンサート＆ランチ　7名出席5月14日
例会：ピンクリボン寄付贈呈　5月17日
エリア1エリアミーティング　10名出席5月20日

  4月12日 例会 ：5月のチャリティーコンサートの打ち合わせ

エリア2ミーティングへ1名出席4月16日

エリア4ミーティング1名出席  4月22日

4月例会  ：年間活動報告・エリアへの報告のまとめ　 出席率86％4月19日

塩釜市手をつなぐ育成会　総会出席2名（佐藤・引地会員）5月10日

　 エリアミーティング参加準備　 出席率：57％

盛岡ZC創立30周年記念 チャリティーコンサート　出席１名 (中野)5月11日

：「前田美波里トーク＆夢のミュージカルソング」

エリア３エリアミーティングin 奈良　 出席1名 (中野)5月13日

★イベント案内
チャリティービンゴパーティーを函館市民を迎えて開催8月26日 　

（写真別添付）

  4月18日 例会 新田みつ子会員入会式

　「自立の家」お野菜販売協力

★イベント案内
仙台ⅠＺＣ被災地ツアー開催予定7月 9日 　 （写真別添付）

 ：年間活動報告・次年度の活動予定5月例会

エリア１エリアミーティング in 秋田　出席5名  (中野・引地・佐藤・遠藤・堀子)5月20日

  5月11日

会員親睦会(支笏湖方面バス旅行)　16名出席5月27日

理事会  4月26日  ：5月のチャリティーコンサートの打ち合わせ　 新年度の役員の検討
例会　  5月10日  ：チャリティーコンサートの最後の打ち合わせ　新年度の役員の決定
創立30周年第24回チャリティーコンサート  5月11日
エリア1ミーティング4名出席  5月20日

  5月10日

エリア１エリアミーティング出席　３名  5月20日

総会 ：会長事業報告、委員会活動報告、本年度仮決算報告

（写真別添付）

（写真別添付）

（写真別添付）



－  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

　

－  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

　

－  小樽ゾンタクラブ　－ 会長：平井聰子 会員数：　6名

★クラブ活動報告

－  福島ゾンタクラブ　－ 会長：牛来令子 会員数：１１名

★クラブ活動報告

　

－  釧路ゾンタクラブ　－ 会長：德山直子　（代）柏木智恵子　 会員数：　８名

★クラブ活動報告

　

★イベント案内

－  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

　

　

  4月  6日 エリア１エリアミーティング基調講演講師者と面談
エクスカーションのアトラクション関係者と面談

  4月10日 エリア１エリアミーティングに於ける地区理事会について会合
  4月12日 ４月クラブ理事会・例会開催，エリアミーティングの打ち合わせ(以下継続) 

国際ソロプチミスト・北リエゾン大会(於秋田県民会館)出席4月22日
  4月23日 エクスカーション観光地・増田町下見視察
  4月29日 秋田ゾンタクラブ植樹の観桜会(秋田市内４ヶ所）

岩井ADをお迎えしてエリアミーティングの会合(クラブ会計も出席　４名)5月  7日
A M 基調講演者と３人のパネリストとの最終会合5月12日

例会4月17日  ：チャリティーイベント打ち合わせ，エリアミーティングについて

  5月  8日

チャリティーコンサート＆ランチ5月14日

ゾンタ桜お花見及び、例会（会員増強についての話し合い）  4月  8日

例会（横浜大会協賛金協力、会員増強についての話し合い）5月12日

エリア1第8回エリアミーティングに参加（4名参加）5月20日

例会：  4月12日

　 横浜世界大会基金について検討
例会：  5月10日

　 総会準備　AD岩井様クラブ訪問７月予定

7月
社会を明るくする青少年育成カルタ大会

8月 チャリティダンスパーティ

イオンモ－ル天童「黄色いレシ－ト贈呈式」へ３名参加  4月  1日

定例会・ヴァネッサトウ先生による「学ぼう！ゾンタ」4月  6日

野草園にて10周年記念植樹の打ち合わせ　6名参加4月14日

黄色いレシ－ト活動に計６名参加4月10・11日

10周年実行委員会  4月10・24日

定例会  5月11日

10周年実行委員会5月15・29日

　

★イベント案内
6月18日 山形ゾンタクラブ１０周年記念式典　13：30～

  4月10日 例会
エリア2エリアミーティング参加　1名

  5月  8日 例会 ：来年度に向けて事業の計画とIRIS30周年準備委員会報告

秋田エリアミーティング出席（4名）5月20日

　

小学生日本語スピーチ大会

エリア１エリアミ－ティングへ６名参加5月20日
10周年記念式典ディナ－試食会　11名参加5月22日

理事会5月25日

10周年記念として野草園へ植樹　　8名参加5月27日

6月19日 エクスカ－ション山形市「喜三郎」にて さくらんぼ刈り  AM10：00～

A M 資料集の印刷に関する最終会合
国際ゾンタ２６地区理事会開催（於キャッスルホテル）5月19日
第８回エリア１エリアミーティング開催(秋田ビューホテル)　１０６名参加5月20日
同エクスカーション(秋田県増田町)　５５名参加5月21日
クラブ２０１７年次クラブ総会5月31日

例会 ：例会チャリティー＆ランチ最終打ち合わせ

北海道新聞小樽支社訪問　社会福利基金へ寄贈5月16日

（写真別添付）

（写真別添付）

（写真別添付）

 　福島被災地に寄付、　「運営の書」勉強会
　 新会員さん体験参加～入会６月より２名予定

 　エリアミーティング（秋田ゾンタクラブ参加決定について：会長）
　 里親付、春採湖ハマナス草取り・星が浦塵拾いについて
　 国際ソロプチミスト釧路４０周年記念式典出席（会長）
　 釧路ロータリークラブ２０周年記念式典出席（会長）

（写真別添付）
（写真別添付）

  4月16日
 ：ローズディの反省と来年度へ向けての抱負

エリア4エリアミーティング参加　1名  4月22日

  5月13日 エリア3エリアミーティング参加　1名
  5月14日 小樽ゾンタクラブ　イベント参加　4名
  5月20日 エリア1エリアミーティング参加　4名

（写真別添付）

（写真別添付）



★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

●次期会長、副会長 変更のお知らせ
　会長：森本　恵美　　
　副会長：岩澤　智子

●7月9日(日)
　仙台Ⅰとして、3.11被災地語り部ガイド付き
　バスツアーを計画しております。
　仙台駅東口出発→南三陸防災庁舎→さんさん
　商店街→戸倉地区→旧大川小学校→雄勝地区→
　女川地区→石巻地区→仙台駅
　未だ座席に余裕が御座いますので近隣並びに
　ゾンタ関係者の皆様の参加を募っております。
　お申込みは事務局まで、〆切６月20日頃まで。

塩釜ゾンタクラブ

●5月20日(土)
　「エリア１エリアミーティング in 秋田」
　に会員総出で出席しました。

札幌Ⅱゾンタクラブ
●4月14日(金)　
　下記の要領にてZクラブとの合同勉強会を
　行いました。世代を超えて有意義な意見
　交換が出来ました。
　   日時：4月14日(金)　午後4:30～6:00
　　場所：北星女子学園中学高等学校(Zクラブ)にて　
　　内容：スタディツアー（修学旅行）に学ぶ
　　　　　 戦争と平和・・・そのとき女性は・・・　

秋田ゾンタクラブ

●5月20日(土)
　第８回エリア１エリアミーティング開催
　５月２０日(土)９時受付開始、１０時３０分から会長会議を開催、
　１３時からビジネスセッション、続いてワークショップA.Bを全体会議
　として行った。国際ゾンタ２６地区理事及び役員が勢ぞろいして例年の
　事項について報告、確認をした。特に、会員増強について各クラブ会長の
　現状および今後の方針、提言が出されたが、現実は厳しいという課題を
　共有。エリアディレクターの活動報告、各クラブ活動報告、会員状況、
　委員会構成、国内外への寄附金等を確認する。
　基調講演は、国際開発学会理事坪井ひろみ氏の講演。次いでワークショップA
   では、氏と３人のパネリストによるディスカッションをし、フロアからの質疑を
　行いまとめた。(内容は前出)　その後、ワークショップBで２０１８横浜世界大会
　の委員会からの情報提供にもとづいての質疑応答が行われた。また、１００周年
　記念委員会からの説明とお願いが述べられて閉会した。
　このあと、懇親会が開催され、情報交換と親睦を深め交流を行った。
　２１日(日)は、秋田県横手市増田町を見学、観光して賑々しく全員無事解散。
　両日とも晴天に恵まれ秋田の新緑と爽やかな空気を存分に味わって頂いた。
　ご参加の皆様に、心から感謝申し上げます。

小樽ゾンタクラブ

●5月16日(火)
　北海道新聞社社会福祉振興基金への寄贈が
　翌17日北海道新聞小樽後志版の掲載され
　ました。

福島ゾンタクラブ
●4月8日(土)
　福島ゾンタクラブ創立記念に植樹したゾンタ桜に会いに、
　会員のメンバーと出かけました。昨年は創立２０周年記念
　式典・祝賀会の準備のためお花見ができませんでしたので、
　2年ぶりの再会となりました。今年は全国的に桜の開花が
　遅れ残念ながら、満開の桜を見ることはできませんでしたが、
   20年福島ゾンタクラブと共に歩んできたゾンタ桜の下で
　記念写真を撮って
　きました。
　その後、日本蕎麦を
　頂きながらの移動
　例会となりました。

盛岡ゾンタクラブ
● 月 日(木)5 11
　創立30周年記念チャリティーコンサート
　「前田美波里トーク＆ミュージカル・シャンソンの夕べ」
　日頃の盛岡クラブに対する厚情に対して、お返
　しの意味で前売り3500円と言う、格安の
　チケット代金。70歳なのに変わらない体型、
　そしてその維持方法など伺ったり、歌をお聞き
　し、元気をもらったと喜んでお帰りになった
　お客様が多かった。

山形ゾンタクラブ

●4月1日(土)
　「イオン黄色いレシ－ト」贈呈式
　３名参加。山形ゾンタクラブの
　活動を発表し、昨年１年間の投函
　レシ－ト金額の１％分44,500円
　のギフトカ－ドをいただく。
　寄贈用の絵本や施設訪問用タオル、
　クラブの活動に必要なコピ－用紙
　やプリンタ－用インクなどを購入。　
●4月6日(木)
　天童市教育委員会ALTヴァネッサ
　トウ先生から簡単な英会話を学ぶ。
   2018年の横浜国際大会に向け、
　会員が英語でお迎えできるように
　と開催。

●5月27日(土)
　10周年記念事業として 山形市野草園
　へ記念植樹を行った。会員8名が参加、
　ひょうたん池の傍にいろはもみじの
　植樹をし、木のベンチ2台を寄贈。
　鮮やかな緑とすがすがしい空気に包ま
　れ、心も体もリフレッシュ。

●2017年度役員理事　
　　会長 成瀬泰子、副会長 荒川悠久子、
　　会計 犬嶋由香里、出口ゆかり、
　　書記 飯田郁恵、佐々木美樹、
　　理事 岩田真左子、田尾美江子、三宅尚子

釧路ゾンタクラブ
●3月30日(金)
　国際女性デー(3月8日)に合わせ、女性のエンパワー
　メントを支援する国際ゾンタローズデーイベントと
　して、釧路市内の喫茶リリーで「チャリティー混声
　合唱団アンラコロと共に歌の夕べ」を開きました。
　今回は男女で楽しむ初の試みでした。
　また、創業80年を超えるリリーを1人で切り盛り
　する女性店主工藤さんに、活躍を讃えてゾンタの
　象徴の黄色いバラをサプライズでプレゼントしま
　した。

函館ゾンタクラブ

●５月２０日　秋田エリアミーティング出席

●次年度役員　
　　会長　池亀睦子　
　　副会長　苫米地弘子　小林八重子　
　　会計　小笠原貴子
　　奉仕委員長　川原拡子　
　　会員委員長　小泉和子　
　　アドボカシー委員長　林　田鶴子
　　記録書記　景澤富佐子　
　　通信書記　水野幸子

札幌IRISゾンタクラブ

●5月20日(土)
　うっかりエリアミーティング
　参加した4人での写真を
　撮っていません。残念。

●６月例会にて、１名の新入会員入会
　セレモニーを予定
　９月７日　函館芸術ホールにて、
　フォレスタコンサートin函館　を開催
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