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ご挨拶

エリアディレクター

岩井紘子

去る10月19、20、21日、第14回地区大会が真鍋ガバナー所属の主幹のもと、JR高松駅前にあるJRホテル
クレメントに於いて華々しく開催されました。初日はソニア・ヘーニグ・ショウ国際会長ご臨席のもと、第6回
26地区理事会並びに国際役員、26地区理事役員、クラブデリゲート等による昼食会に始まり、午後より通路伝いに
あるイベントホールのサンポートホールで県知事並びに市長ご臨席のフラッグ入場と開会式、シンクロナイズドスイ
ミング日本代表ヘッドコーチ井村雅代氏による「愛があるなら叱りなさい」と題した基調講演がありました。それ
以外は全て隣接のホテルクレメントで行われ、初日夕刻は和太鼓や会員のソプラノ歌唱アトラクション付歓迎晩餐会
が催されました。翌20日、21日と真鍋ガバナー議長のもと第1回、第2回ビジネスセッションと国際会長の講義等
があり、次期役員選挙が行われました。特記としては、理事会決議事項である三重新クラブのエリア3所属案に対し、
会場より新クラブ三重は実態に即しエリア2所属に変更して欲しいというSOMクラブ岐阜ZCから緊急動議が出され、
結果緊急動議案が可決されました。追って大会内容は議事録で詳細に紹介されると思います。
最終21日はZ（2校）およびGZ（11校）クラブサミットの紹介と宣言が発表され、頼もしい若きゾンシャンに感動
させられたものでした。が、まさかのまさかなるさよならランチパーティは、国際財団への寄付額と100周年記念
寄付額に驚くばかりでしたが、豪勢な美味しいランチの後のアトラクション、華麗なる真鍋ガバナーのタンゴのダン
スショーとホテル協賛によるブライダルファッションショーには度胆を抜かれたものでした。豪華絢爛な打掛を召さ
れたソニア国際会長の嬉しそうなお姿。台風到来で22日予定されていたエクスカーション「四国まんなか千年もの
がたり」乗車が急遽取りやめになり、21日夕刻からの混乱は大変なものになりましたが、来年6月末から始まる
横浜でのゾンタ国際大会、とても楽しみなスバラシイ大会が想像される高松での地区大会でした。あのチームワーク
のとれたステキな人材の揃った40名を超える若々しい高松ゾンタクラブの皆さん、本当にご苦労さまでした。
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AＤ活動報告および今後の予定
10月～11月の行動

10月 1日(日)
10月13日(金)
10月18日(水)
10月19日(木)
10月19～21日
10月22日(日)
10月23日(月)
11月20日(月)

エリア通信8号発行
札幌ⅡZC 鍵盤男子チャリティコンサート 札幌プリンスホテル国際館パミール
国際会長ソニア様を囲む会
ステーキハウス千萬
第6回地区理事会
JRホテルクレメント高松 2F「雅」
26地区第14回地区大会
JRホテルクレメント高松&サンポートホール
エクスカーション「四国まんなか千年ものがたり」乗車
台風にて中止
直前エリア1AD 岩田真左子氏ご主人さまご逝去に伴う弔電
チャリテイー基金ハートフルパーティ加藤登紀子トーク&ショー リーガロイヤルホテル小倉

12月～1月の行動予定

12月 1日(金)
12月 2日(土)
12月 4日(月)
12月 5日(火)
12月13日(水)
12月14日(木)
12月23日(土)

エリア通信第9号発行
福島ZCチャリティXマスパーティ出席
ザ・セレクトン福島
札幌IRIS ZC クラブ訪問
札幌IRIS ZC Xマスチャリティビンゴパーティ出席 ホテルモントレエーデルク
福井ZCチャリティパーティ出席
ザ・グランユアーズフクイ
盛岡ZC Xマスビンゴ&オークション出席
グランドホテル盛岡
札幌ⅠZC Xマスの夕べ出席
札幌パークホテル
大津ZC Xマスチャリティバザー出席
琵琶湖ホテル

新入会者・退会者報告
入

会

退

会

★ 澁谷 智子

仙台ⅠZC 2017年 10月30日

クラブ報告：10～11月
－ 仙台Ⅰゾンタクラブ

－

会長：岩崎恵美子

会員数：３5名

★クラブ活動報告
10月 3日
10月17日

役員会
例会 ：卓話：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 袁青 様
タイトル：「国際翻訳学会での発表経験から」
報告内容：マレーシアでの国際翻訳学会の紹介，発表した研究の紹介，学会から学んだこと，学会に参加した感想
自立の家 お菓子販売協力

10月19～21日
11月 2日
11月 7日
11月21日

高松第14回地区大会 9名参加
国際ソロプチミスト仙台アイリスチャリティーコンサート 2名参加
役員会
例会 ：YWPA地区賞贈呈式 受賞者：武田真由子さんと宮城学院高等学校遠藤先生がご出席されました。

11月27日

チャリティーコンサート開催「にほんのうたコンサート」～うたの玉手箱～

（写真別添付）

自立の家 野菜販売協力，チャリティーお花販売

－ 札幌Ⅰゾンタクラブ

－

会員数： 7名

会長：森本恵美

★クラブ活動報告
10月11日

例会 ：卓話 札幌身障者スキー協会 佐藤雅一様 （写真別添付）

10月13日
10月19～21日
11月 8日

札幌Ⅱゾンタクラブ イベント参加 4名出席
地区大会(高松) ２名参加
例会 ：地区大会報告、チャリティーイベントについて

地区大会について、チャリティーイベントについて、今年度寄付先、寄付金について、100周年記念寄付について

★イベント案内
12月14日

三味線でつむぐ「クリスマスの夕べ」開催
会場：札幌パークホテル ３Fパークホール

－ 函館ゾンタクラブ
★クラブ活動報告
10月 5日
10月18日
10月20日
11月 1日
11月15日

（写真別添付）
出演： NIYA (忍弥)
開場 18：00 開演 18：30

－

（写真別添付）
会費：6000円

会長：池亀睦子

会員数：２2名

理事会 ：地区大会打ち合わせ
例会 ：オープン例会とし、地元弁護士による奉仕活動について卓話
高松にて地区大会に会長、水野書記出席 （写真別添付）
理事会 ：地区大会報告他
移動例会 懇親会

－ 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：

７名

10月11日
10月19～21日
11月 3日
11月16日

10月定例会：「26地区大会の協議と活動予定」出席率：67％
高松で開催された26地区大会出席（2名：中野・引地） （写真別添付）
社会福祉法人あしたば福祉会あすなろ チャリティーバザーへの参加 (３名：佐藤・遠藤・引地)
塩釜市市民総務部市民安全課協働推進室主催 「女性の活躍推進セミナー」 出席：５名

11月16日
11月18～19日
11月27日

1１月定例会 ：「地区大会報告と世界大会に向けて準備」 出席率：83％
仙台市男女共同参画推進センター主催 「男女共同参画推進せんだいフォーラム 2017」 参加(遠藤・中野)
仙台Ⅰゾンタクラブ「にほんのうたコンサート」出席 於：仙台市宮城野区文化センター 出席(引地・佐藤・中野)

講演「女性の力でまちを元気に」

－ 札幌Ⅱゾンタクラブ
★クラブ活動報告

講師：仙台白百合女子大学

－

槇石多希子教授

会長：成瀬泰子

会員数：24名

10月 4日
10月11日
10月13日
10月14日

役員理事会
例会 ：奨学金(前期分)贈呈式 （写真別添付）
鍵盤男子チャリティーディナーコンサート開催 約390名参加 （写真別添付）
クラブ懇親会 ：安田侃彫刻美術館アルテピアッツァ美唄25周年記念コンサート （写真別添付）

11月 6日
11月 8日
11月 9日
11月11日
11月15日

札幌ユネスコ協会 コーアクションパーティー 1名出席
役員理事会
Zクラブ(北星学園女子中学高等学校)訪問 2名出席
Zクラブと共にZonta Says Noキャンペーン 10名出席 （写真別添付）
例会 ：卓話 北大法学部ムートゼミ学生2名

プッチーニ“蝶々夫人”のゆうべ

－ 盛岡ゾンタクラブ
★クラブ活動報告

鑑賞ツアー

15名出席

会長：下田幸枝

－

会員数：１6名

10月11日

例会 ：①11月のスピーチコンテストの経過報告

10月25日

理事会：①ワンストップセンター「はまなすサポートライン」が岩手にもできたのでクラブとして

②12月のチャリティークリスマス会について

11月 8日

11月29日

どう関われるか担当者に話を聞く
②世界大会の宿泊について検討
例会 ：①第27回外国人による日本語スピーチコンテスト （写真別添付）
②ワンストップサポートセンターについて 担当者の話で、多くの人に知ってもらう為、リーフ
レットを増刷して学校に配布したい。それを支援団体として盛岡ゾンタの名前も入れる形で
お金を出してもらえないかと言うことで、3月のローズディーで担当者に卓話をしてもらい、
来年度の予算で協力するということになりました
理事会：チャリティークリスマスパーティーについて

★イベント案内
12月13日

チャリティークリスマスパーティー

午後6時

盛岡グランドホテルにて

－ 札幌ＩＲＩＳゾンタクラブ
★クラブ活動報告
10月19～21日
11月22日

会長：岡部文子

－

会員数：１１名

高松地区大会参加 5名
ソロプチミスト札幌チャリティイベント参加（会長）

★イベント案内
12月 4日

クリスマスチャリティビンゴパーティ

２００名

ホテルモントレエーデルホフ札幌

岩井ＡＤクラブ訪問を兼ねて参加予定

－ 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

10月11日

10月理事会・例会：新入会員入会セレモニー (鈴木リチ子さん)，ガバナー通信およびエリア通信８号について，

10月19～21日
10月27日

２６地区大会（高松）６名参加
国際財団及び国際ゾンタ１００周年記念ドーネーション クラブ会員全員寄附
秋田県中央男女共同参画センター・ＮＰＯ法人いきいきネット 秋田設立１０周年記念講演会に参加

10月29日
11月 5日
11月 8日
11月20日
11月27日

秋田ゾンタクラブ主催第２１回健康セミナー開催 ６０名参加 （写真別添付）
秋田県ユネスコ協会主催外国人による日本語スピーチコンテスト協賛。奨励賞贈呈
11月理事会・例会 ：地区大会報告，健康セミナー反省会，ゾンタSay Noキャンペーンについて
新年チャリティコンサート・出演者との打ち合わせ
日本国際連合協会秋田県支部 2017年度講演会 ：国連人口基金東京事務所長 佐藤摩利子 に参加。

ゾンタ１００周年寄附キャンペーンについて 他

講師；聖心会会員鈴木秀子

「自分らしく生きるために」

★イベント案内
1月14日

2018 新年チャリティ・ディナー・コンサート 内容：日本舞踊と洋楽のコラボ
日時：2018年１月１４日(日) １２：００～ 場所：秋田ビューホテル ４Ｆ 飛翔の間

－ 小樽ゾンタクラブ
★クラブ活動報告
10月13日
10月13日
10月16日
10月19日
11月11日
11月14日
11月20日

会長：平井聰子

会員数： 6名

札幌Ⅱチャリティーコンサート出席
エリアミーティングについて 岩井ＡＤと打ち合わせ
例会(移動例会)：300回記念例会地区大会について，エリアミーティング準備・ローズディについて
地区大会出席（平井会長・小田）
小樽市男女共同参画推進委員会講演会出席（小田）
エリアミーティング打ち合わせ（岩井ＡＤ・小田）
例会 ：地区大会報告 エリアミーティングについて

－ 福島ゾンタクラブ
★クラブ活動報告
10月17日
10月19～21日
10月27日
11月10日
11月24日
11月27日

－

－

会長：牛来令子

会員数：１１名

（写真別添付）
障がい福祉センター「きらら」訪問
第14回地区大会出席 3名
理事会・例会： 地区大会の報告・第11回チャリティークリスマスパーティについての話し合い
理事会・例会： 第11回チャリティークリスマスパーティの準備
臨時例会： 第11回チャリティークリスマスパーティの準備
仙台ゾンタクラブチャリティーコンサートに出席：2名

★イベント案内
12月 ２日

第11回チャリティークリスマスパーティ

－ 釧路ゾンタクラブ
★クラブ活動報告

－

ザ・セレクトン福島

会長：柏木智恵子

会員数：

８名

10月 9日
10月14日

役員会・例会 ：チャリティフェスティバル開催に付き役割分担・ポスター作成・公告掲載・家庭持ち寄りの景品包装
第51回北海道ユネスコ大会in釧路 ユネスコ協会主催 出席（書記・会長）

10月23日
10月24日
10月28日
10月30日
11月22日

臨時例会：来賓者との打ち合わせ・ライブ出演者3団体との打ち合わせ・プログラム最後の確認
第19回釧路市国際交流センターにてチャリティフェスティバル開催 （写真別添付）
第２回釧路市男女平等参画センター（ふらっと）にてフェスタ開催 女性30団体参加
（釧路ゾンタクラブはパネルにて年間の活動展示）
役員会・例会：チケットの売り上げ回収 未収金の集金
役員会・例会： チャリティフェスティバル券、広告等、会計収支決算報告、反省会、今後の課題、

11月23日

釧新郷土芸術賞贈呈式出席

フオーラム ①次世代へつなぐ活動、実践発表（山花小・中学校・阿寒高校）②パネル展示（教育大学付属釧路小学校）

寄付先検討、国際ゾンタ横浜大会開催について

★イベント案内
1月
2月
3月

卓話（予定：日時未定）
英語スピーチコンテスト（検討中）
ゾンタローズデイ記念行事（検討中）

－ 山形ゾンタクラブ
★クラブ活動報告
10月 5日
10月11日
10月15日
10月19～21日
10月24日
10月26日
11月 2日
11月11日
11月16日
11月26日
11月27日
11月27日

－

会長：澤 和子

会員数：１９名

定例会
黄色いレシ－ト活動 ５名参加
山形県男女共同参画事業「チェリアフェスティバル」11名参加 （写真別添付）
第14回地区大会 1名参加
（写真別添付）
特別養護老人ホ－ム「なごみの里」へタオル寄贈 ５名参加
理事会
定例会：「英語との出会い 国際交流での学び」講師 結城綾子氏 （写真別添付）
黄色いレシ－ト活動 3名参加
理事会
「ZONTA SAYS NO」山形駅西側自由通路にて街頭活動
山形大学医学部小児科病棟へ 鯉のぼりとＸマスツリーを寄贈
仙台Ⅰクラブ「日本のうたコンサ－ト」1名参加

★行事経過報告・お知らせ
札幌Ⅱゾンタクラブ

仙台Ⅰゾンタクラブ

札幌Ⅰゾンタクラブ

●11月21日(火)

●10月11日(水)
10月例会にて卓話：
札幌身障者スキー協会 佐藤 雅一 様
協会の概要説明と札幌ⅠZCとして今どの
様な協力が出来るかを具体的にお話頂いた

YWPA奨学金地区賞受賞者
宮城学院高等学校2年 武田真由子さんへの
贈呈式をいたしました。当日はご本人はじめ、
ご指導いただきました遠藤純子先生、YWPA
奨学金委員長中野わか子様もご出席頂きまして、
無事に贈呈式を終える事ができました。

●10月1１日(水)
奨学金贈呈式
●10月13日(金)

ディナーコンサート

●10月14日(土)

● ローズデー記念講演会を計画中
講師：鷲見八重子氏 国連ウイメン日本協会理事 他
演題：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
エルパーク仙台 セミナーホール
平成30年3月9日(金） 開場PM5:30、開演PM6:00
参加費；1.000円（学生 500円）

函館ゾンタクラブ

●12月14日(木)
チャリティーディナーコンサート
：津軽三味線でつむぐ
「クリスマスの夕べ」を開催
出演者：NIYA(忍弥)
日本をはじめ海外でも活躍し世界の人々に
今までにない日本伝統音楽の「津軽三味線」
の魅力を紹介している。
クリスマスの一時を一緒に楽しみませんか。

●11月11日(土)

Says No
キャンペーン

塩釜ゾンタクラブ

●地区大会にて、次期エリアディレクターに
水野幸子会員が選出されました。
また、前年度の会員増強計画を達成し、
表彰されました。

●10月19～21日
高松での地区大会出席
(会長：中野 副会長：引地)

盛岡ゾンタクラブ
●11月８日(水)
第27回外国人による
日本語スピーチコンテスト：
アメリカを始め9か国14名出場。
今回は震災後の沿岸地域を見て感じた
ことや、日本の食生活のすばらしさ等を
母国に帰ってから、
プラスに活かしたい
気持ちに、聴衆は
感心していた

地区大会にての表彰

●10月24日(火)
函館子ども歌舞伎の公演に
寄付金を贈呈しました。

クラブ懇親会

福島ゾンタクラブ

子ども歌舞伎に贈呈とチラシ

秋田ゾンタクラブ
●10月29日(日)
秋田ゾンタクラブ主催 第２１回健康セミナー、
昨年好評につき同じ講師によるお話
「健康増進医療にどこまで期待できるか」
常識を打破し、
自分を鍛えて
出来るだけ自然体に
生きる幸せについて
教示、共感を呼ぶ。

●10月17日(火)
障がい福祉センター「きらら」を訪問しました。
今回で3回目となる訪問ですが、例年通り桜の
聖母学院高校合唱部OG「チェリーブロッサム
クワイア」による素敵な歌声を届ける事ができ
ました。福島ゾンタクラブと
しては、継続事業の一つと
して「きらら」訪問を続けて
いきたいと思っております。

札幌IRISゾンタクラブ

小樽ゾンタクラブ

釧路ゾンタクラブ

山形ゾンタクラブ

●10月24日(火)
市民の皆様と交流の場として釧路市観光国際交流
センターにて第19回チャリティーフェスティバル
を開催し、多くの方々の参加で大盛況に終わりま
写真：よさこいチームの踊り
した。その中でもフィナーレで盛り上げていただ
いた、市内の３大学約６０名で組んだよさこいチームと
今後連携を取り、釧路ゾンタクラブと共にボランティア
活動をしていく方向で考えています。
●未来を担う子どもたちの教育に役立ててほしいと
いう目的で、柏木会長と佐藤満里子さんが、釧路
新聞社へ訪問し、第19回チャリティーフェスティ
バルで得た収益金の一部を、公益財団法人釧新教育
芸術振興基金の星匠理事長に拠出しました。

●10/15(日)
山形県男女共同参画事業「チェリアフェス
ティバル」に11名参加 会員が持ち寄った
雑貨・農産物・手作り品等を販売、一般
市民の方へ山形ゾンタクラブ活動をＰＲし
交流することができました。
●10/24(火)
特別老人養護ホ－ム「なごみの里」を
訪問、タオル２００枚を寄贈してきました。

※釧路新聞（2017年10月21日掲載）

※釧路新聞（2017年10月28日掲載）

●11/2(木)
定例会に「学ぼうゾンタ」講師に元会員の
結城綾子氏をお呼びし、横浜国際大会に
向け「英語との出会い、国際交流での学び」
についてお話いただきました。来年4月にも
英語でのおもてなしができるよう英会話を
学ぶ予定です。

