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◆ごあいさつ◆
2016~2018 国際ゾンタ26地区エリア2エリアデイレクターをお引き受けいたしました。
私自身は名古屋SORAゾンタクラブのチャーターメンバーとして入会しゾンタ歴20年になります。
この間地区大会そして世界大会やエリアミーティングにも都合がつく限り参加してまいりましたが
その都度ゾンタの素晴らしさ、女性の持つパワーを目の当たりにしてまいりました。
この2年間は2018年に横浜で開催される世界大会に向けての準備期間になります。
国際ゾンタが発足してもうすぐ100年、日本では50年を迎えました。初めての世界大会です。
実行委員会の皆様を助け日本のゾンシャンが一丸となって横浜での世界大会を成功させましょう。
各クラブの皆様、これからの2年間どうぞよろしくご支援をお願いいたします。
エリア２AD

榎本

和

2016年7月、フランス・ニースで開催された世界大会に参加した各クラブ
の感想です。
あわせて今年度の会長名をお知らせします。
◆東京Ⅰ 会長 木代侑里様
東京Ⅰは４名参加。議長のマリア・ホセさんの的確な進行でおこなわれ世界各国の
ゾンシャンたちの熱い気持ちが伝ってきました。又デリゲート参加者は選挙、
各ビジネスセッション等参加する一方でコーヒーブレイクやクロージング
バンケットにおいて旧交を温めたりバッジの交換など和やかに過ごされ大会を
楽しんでいる姿に歴史の長さを感じました。
次の横浜大会も大勢の参加者でいい会議ができることを期待いたします。
◆横浜 会長 松崎恭子様
会長、副会長共初めての世界大会参加でした。Delegateとして採決の参加で世界が動いていると感じ、これは世界大会に参加したから
こそ味わえた実感です。横浜ゾンタクラブ会員にもできる限り世界大会出席を呼び掛けていきたい。
◆東京Ⅱ 会長 矢崎和喜子様
初めての国際大会にデリゲートとして参加いたしました。世界各国から2300人以上のゾンシャンが一堂に会し貴重な意見交換、そして
交流を通し大変勉強になりました。
◆岐阜 会長 安田芳子様
・２０１８年横浜国際大会に向け、誘致活動デモンストレーション実施に伴い、２６地区会員の結束が強まった。
・ビジネスセッション及び次期役員選挙など、スムースに進行された。
・オープニング、クロージングにおいて、他国のゾンシャンから民族衣装のある国はうらやましいと言われた。
◆松本 会長 大月豊喜様
初めて参加し、国際組織であることが実感できた。バイローズが組織を一つにし、言葉は通じないが目的が同じと言うだけで、とても
フレンドリーで和やかな繋がり。また、学ぶ事も多く、中でもCarolyn Hannan氏の「飛行機に原稿を忘れた」と言いながらのスピー
チには感動。
◆名古屋SORA 会長 森宏子様
久しぶりに国際大会に出席し世界のゾンシャンの熱意と明るい触れ合いに感動しファイトが湧きました。又パフォーマンスも皆様とて
も喜ばれ良い思い出になりました。横浜国際大会も楽しみです。
◆かながわ 会長 今村令子様
日程のほとんどがビジネスセッションで占められ充実した時間でしたが、会員の国際交流の機会が少なく感じた。次回の横浜世界大会
の宣伝パフォーマンスは効果的でした。奈良大学が2016年CONLON賞1位を受賞したこと、国際理事に台湾から選出されたことは悦ば
しいことでした。私共クラブの廣瀬会員が今年度のパーラメンタリアンに就任した事は大変心強いことです。
◆横須賀 会長 大田睦子様
横須賀ゾンタクラブは横浜ゾンタクラブにPROXYをお願い申し上げました。ほんとうにお疲れ様でした。
◆東京Ⅲ 星野由美子様
オーランドに続き、2度目の国際大会。特に印象に残ったのは国際会長による巧みな議事進行であった。時にユーモアを交え、白熱し
た議論にもあくまで自然体で対処し、フロアを掌握しておられた。お見事！！
◆群馬

清水まり子様 世界大会参加なし

◆山梨 梅沢幸世様
２０００人にも及ぶ世界中のゾンシャンが一堂に会す場というのはまさに圧巻でした。ゾンタが国際組織であるという事を改めて実感
しました。また世界の現状を耳で聞き、人身売買等の話など遠い世界のことに思っていたことが今この瞬間も起こっている事実なのだ
と、ゾンタのアドボカシーの意味を改めて考える機会となりました。反省点としては今回初めてのことでよくわからず、もっとほかの
クラブとまた他国の方々と交流出来たらよかったと思っております。２年後の横浜大会では多くのお客様に満足していただけるよう、
おもてなしできるよう、今回の反省点も含め精進していきたいと思います。

クラブ トピックス
群馬 ゾンタまつり 6/12

松本
松本信州岩波講座 6/18
澤地久枝×落合恵子
「私たちの本音」

ご協力頂いた前橋マンドリンクラブや地元の中高生・
NPOグループの方々と楽しく行うことが出来ました。
会場いっぱいの
聴衆者

横須賀より
ゾンタハウス
カフェ
おめでとうございます！
7月22日（金）日本経済新
聞夕刊でゾンタハウスの
カフェの紹介記事が掲載
されました。

東京Ⅰ

♪ 東京Ⅱゾンタクラブの石川朝子
会員が第87回第一美術展にて佳作
に入賞されました。作品は絽刺で
「LIFE・光」というタイトルです。とても
日本的で繊細かつシックな作品です。
この美術展は国立新美術館を皮切り
に長野県安曇野市、京都、名古屋、
秋田を巡回展示されています。次回、
秋田美術館アトリオンの開催は9/23
から9/27までです。

♪ 岐阜ゾンタクラブの 安田多賀子
会員が岐阜市民栄誉賞を受賞されま
した。長年にわたり着物や礼儀作法
など日本の伝統文化伝承や普及活
動を通じて日本の暮らしや文化の振
興・発展に尽力されたその貢献が讃
えられました。

山階会員 7/24（日）
千駄谷・国立能楽堂で
卒寿記念講演を
なさいました。91歳。

横浜 ギフトフェア 7/18
ニースでの一コマ・・・
豊田前ガバナーと真鍋ガバナー
とともに・・・

他クラブからの
出店もあり盛況の
ご様子です。

モナコヨットクラブにて
（名古屋SORA）

クラブ名
東京Ⅰ
№492 / 15
横浜
№594 / 14
東京Ⅱ
№1071 / 22

岐阜
№1078 / 21

松本
№1522 / 42

名古屋SORA
№1531 / 9

かながわ
№1598 / 13
横須賀
№1665 / 6

東京Ⅲ
№1677 / 13
群馬
№1890 / 12

クラブ目標／活動内容
目標：①奉仕 ②アドボカシー ③会員増強 ④バザーの成功（11/20）
例会、国際大会(４名参加)
目標：①会員増強 ②女性と子供のDVの勉強と取り組み
・7/18（月、祭）横浜ゾンタクラブ、ギフトフェア
目標：①補助犬育成支援と女性障害者活動支援の継続 ②婦女子人身取引被害への啓発活動 ③会員増強
・理事会：6/2日（木） 総会：6/9日（木）
・6/24（金） 日本補助犬協会主催のシンポジウム「障害者差別解消法施行に伴う補助犬シンポジウム～障害を意識し
ないおもてなしを目指して～」に2名出席
・7/2日（土）～6日（水）までニース国際大会に6名出席
・理事会：7/14（木） 例会：7/21（木）ニース国際大会についての報告
・7/18（月・祝） 横浜ギフトフェアに3名出席
目標：①会員増強（新会員募集に関わる会員内規の見直し） ②学びの例会（奉仕基金活動と社会の現状把握）（アド
ボカシーを学ぶ） ③国際ゾンタが目指す目標に準じた活動を実施する。
・6/17（金）総会、2015年度事業報告、収支決算報告、新年度事業計画、各委員会報告
・7/1（金）～8日（金）国際大会参加、会員2名、ゲスト2名 合計4名参加
・7/13（水）名古屋SORAゾンタクラブ例会参加 4名参加
・7/15（金）7月理事会・例会（国際大会参加報告、名古屋SORAゾンタクラブ例会参加報告、9月例会「公開例会」につ
いて
目標：①新クラブ設立に心がける ②会員増強・新会員の勧誘に努める ③女性・女児への暴力防止への取り組み
「ワンストップ支援センター」の現状把握と必要性の啓発 ④女性の地位向上のための親育て、子育て支援の問題提
起、現状把握及び問題点等学習し提言すると共に、子育て支援に向けアドボケイトする ⑤「防災と女性の活動につい
て」継続して取り組む ⑥アドボカシー委員会と松本大学GZクラブとの連携
・6/16（木）総会・6月例会/奨学生奨学金授与 高柳唯（松本大学）卓話及奨学金1・2期贈呈
・6/18（土）信州岩波講座/まつもと 澤地久枝×落合恵子「私たちの本音」1420名入場
・6/19（日）戸隠ガールスカウトセンター見学会参加 4名
・7/1（金）～6（水） 第63回世界大会参加 8名
・7/3（日）松本大学GZ主催映画祭「地球のステージ」参加
・7/21（木）松本ゾンタクラブ・松本大学GZ合同例会（→ 写真）・会報42号発行
・7/29（金）信州岩波講座/まつもと2016総会（新体制にてスタート）
目標：①会員増強に心がける ②会員相互の意見を尊重し例会を活性化する ③地域活動を活発にしてゾンタを広め
る
・6/8（水）総会、例会 ・6/13（月）理事会 ・6/30（木）～7/8（金） 国際大会参加（5名）
・7/13（水）例会
卓話「子宮頸がんワクチンのその後」について 講師：杉浦智子先生 ゲスト9名参加
・7/25（月）愛・知みらいフォーラム特別授業に参加（2名） ・7/31（日）理事会
目標：ゾンタクラブの知名度を高め新会員の増強を目指す。
・6/14（火） 新年度総会及び第1回理事会・例会
・7/12（火） 第2回理事会・例会
ニース世界大会へ2名出席及び報告会
目標：会員増強と子育て支援（女性活躍の本音）
・6/18（日）信州岩波講座/まつもと（まつもと市民・芸術館）「わたしたちの本音」澤地久枝氏・落合恵子氏講演会（参加
2名）
・6/21（火） 例会 国際ゾンタ2016～2018資金提供プロジェクトの内容学習
・6/27（月）平成28年度男女共同参画社会づくり全国会議（東京国際フォーラムホールＣ）「意識をカイカク男女でサン
カク社会をヘンカク」をテーマに村木厚子氏の「誰もが活躍できる社会を目指して」基調講演、原 晋氏（青山学院陸上
競技部長距離ブロック監督）の応援メッセージのあとパネルディスカッション5名（参加2名）
・7/18（月）横浜ＺＣギフトフェア出店（ホテルニューグランド ペリー来航の間）
・7/19（火）例会
目標：支援のありかたについての見直し中、金銭的な寄付だけでなく、アドボカシーによる支援方法を検討中。次回の
例会で今後の具体的な計画・目標を話し合う予定。
・6/3（金）定例理事会
・7月ニース国際大会参加（浅野会員）
・7/12（火）定例理事会
目標：地元地域密着型のクラブなので、県内での存在感のアピールを強化し、これまでに取り組んで来ている和の
文化の推奨、また地元のひこばえさんに教えて頂きながら、ＤＶについての勉強、ひこばえさんの活動であるＤＶ被
害者支援等のお手伝いをしていく。
・6/5（日）例会 ・6/12（日）第4回群馬ゾンタまつり開催 ・6/29（水）理事会 ・7/3（日）例会

山梨
№1939/ 25

目標：①山梨ゾンタの活動を広くＰＲする。 ②会員増強 ③アドボカシーについての勉強会を開催 ④奉仕事業の推進
・6/10（金）理事会 ・6/13（月）2015年会計監査 ・6/16（木）2015年総会、例会
・山梨県きずな会との勉強会 ・松本ゾンタ信州岩波文庫参加3名
・7/1（金）～7/7（木）国際ゾンタ世界大会（ニース）参加6名
・アジアを知る会ご挨拶、パンフレット相談（9/22講演会協賛予定）
・7/14（木）理事会 ・7/23（土）移動例会ホテル談露館

新入会員
●新入会員
東京Ⅱ 福井要子様

2016年6月30日入会

Welcome to
ZONTA!！

エリア２会員数
2016年7月31日現在

11クラブ

192名

クラブ名

イベント

横浜

・8/24（水）例会時に会員の納涼を兼ねた暑気払い
・10/1（土）横浜ゾンタクラブ設立50周年記念式典
・8/26（金）横浜球場、DeNA対巨人戦観戦（養護施設の子供たちを招待）

東京Ⅱ

・8/18（木）の例会で「認定NPO法人かものはしプロジェクト（子供が売られない世界を作る）」の卓話。

岐阜

・9/16（金）公開例会「南海トラフ地震に備えて私たちができること」
講師：三浦 寛行氏 フォトグラフｧ―・防災士
★18：00～20：00 場所：岐阜グランドホテル 参加費：3,500円
改めてご案内をいたしますが、ご参加をお待ちいたしております。

松本

・8/28（日）親睦旅行（軽井沢）新クラブ設立構想に向け、軽井沢主要な2名に面談予定
・10/27（木）第10回チャリティーバザー（ホテルブエナビスタ）2016年度寄付金贈呈式

かながわ

・8/3（水） 会員懇談会（シェ カミヤにて）
・9/13（火） 例会卓話（卓話者交渉中）
・10月 恒例の古本、切手等の寄付。 クリスマスチャリティーコンサートの準備

群馬

・8/20（土）‘鐘の鳴る丘‘の夏まつりの交通整理及び露店のお手伝い。
・8/27（土）例会：会員の五十嵐さん経営の焼肉店での納涼例会を予定。

山梨

・9/9（金）演劇「赤毛のアン」に山梨県きずな会より数人招待予定
・9/22（木・祝）山梨英和大学、アジアを知る会の講演会協賛
・10/1（土）横浜ゾンタ５０周年記念式典参加予定
・10/23（日）甲斐市わくわくフェスタにバザー出店予定
・10/27（木）松本ゾンタバザーに出店予定

8月

9月

10月

東京Ⅰ

9日（火）

横浜

24日（水）

東京Ⅱ

18日（木）

岐阜

19日（金）

松本

18日（木）

名古屋SORA

10日（水）

かながわ

休会

横須賀

23日（火）

東京Ⅲ

5日（金）

群馬

27日（土）

山梨

25日（木）

東京Ⅰ

17日（土）

横浜

14日（水）

東京Ⅱ

8日（木）

岐阜

16日（金）

松本

15日（木）

名古屋SORA

17日（土）～18日（日）

かながわ

13日（火）

横須賀

20日（火）

東京Ⅲ

8日（木）

群馬

11日（日）

山梨

15日（木）

東京Ⅰ

18日（火）

横浜

12日（水）

東京Ⅱ

13日（木）

岐阜

21日（金）

松本

20日（木）

名古屋SORA

12日（水）

かながわ

11日（火）

横須賀

18日（火）

東京Ⅲ

7日（金）

群馬

2日（日）

山梨

20日（木）

