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～ AD便り ～
2018年の年明け早々日本列島を雪将軍が駆け抜けています。雪の深い地域もふだん雪が降らない地域も大変です。
どうぞ皆様、お怪我などなさらないようお気をつけください。
この度、エリア2に新しく三重ゾンタクラブが誕生いたしました。今年1月11日1971番目のクラブとして認証されました。
総勢19人、平均年齢40歳？の若いメンバーです。すでに何名かは世界大会にも登録されました。
エリア2の皆様、これからどうぞ温かく見守って下さい。そして3月3日雛祭りの日に認証状伝達式が開催されます。沢山
ご参加くださいますようお願いいたします。
今は待ち遠しい春ですが3月25日のエリア 4のエリアミーティングを皮切りに、4月14日にはエリア2のエリアミーティン
グを開催いたします。横須賀は面白い街です。是非大勢でご参加くださいますよう重ねてお願いいたします。

第64回 国際ゾンタ 世界大会
in 横浜
2018/6/29（金）～7/3（火）

2018年 エリアミーティング
日程
・3/25（日）エリア４ ホストクラブ：SEN姫路
会場：ホテル日航姫路
・4/14（土）エリア２ ホストクラブ：横須賀
会場：メルキュールホテル横須賀
・5/12（土）エリア１ ホストクラブ：小樽
会場：グランドパーク小樽
・5/27（日）エリア３ ホストクラブ：大阪Ⅱ
会場：リーガロイヤルホテル大阪

2/28までに参加登録を!!

三重ゾンタクラブが誕生しました！！
三重ゾンタクラブが国際ゾンタ加盟1971番目のクラブとして認証をうけられました。
おめでとうございます！！

認証伝達式 ・2018/3/3（土）10：30～（受付：9：30～）四日市都ホテルにて
ぜひご参加ください！ 参加申込締切：2/20（火）
お問い合わせ先： 三重ゾンタクラブ 松永ひとみ様
（℡）090-4188-6371（Email）hmatsu@suzuka-u.ac.jp

新入会員・退会者
●新入会員
南 とし子様(岐阜・12/13付）
五大路子様（横浜・1/1付）
森田彩子様（横浜・1/1付）
滝本加代子様（岐阜・1/19付）
三重ゾンタクラブ 19名
●退会者
船山亜希子様（山梨・12/1付）

エリア２会員数

Welcome to
ZONTA!！

2018/1/31現在 12クラブ 214名
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✿クラブ トピックス✿
～ 松本 ～

～ 横須賀 ～

1月の例会は初めてのランチ例会でした。

1/8 子育て支援の餅つき

獅子舞も出て賑やかでした。
小さなこどもは獅子舞をこわがって、逃げてしまいました。

～ 横浜・かながわ・横須賀 ～

～ 東京Ⅱ ～

3クラブの合同例会にAD榎本がお邪魔しました。

12/14の例会で、NPO法人女性ネットSaya-Sayaの理事・田
村伴子様と野本美保様をお迎えして、暴力や差別のない社
会を目指しておられる活動報告等のお話を伺いました。東
京Ⅲの浅野万里子様、片桐典子様、山田千鶴子様もご参
加下さり、実り多い楽しい忘年例会でした。

～ 群馬 ～

～ 岐阜 ～

1/13（土）新年会兼例会の様子です。

12/13 チャリティーの夕べ2017 開催

～ 横浜 ～
12/13 クリスマスチャリティコンサート開催。
神奈川新聞に掲載されました。

エリア2 エリアミーティング
の会場である,
メルキュールホテル横須賀
の外観です。
ここで皆様とお会いするの
を楽しみにしています♡
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✿クラブ活動報告
クラブ名
東京Ⅰ
№492 / 14
横浜
№594 / 19

東京Ⅱ
№1071 / 22

岐阜
№1078 / 23

松本
№1522 / 44

名古屋SORA
№1531 / 11

かながわ
№1598 / 12

横須賀
№1665 / 6

東京Ⅲ
№1677 / 9

群馬
№1890 / 11

山梨
№1939 / 24

活動内容
・12/10 第52回チャリティバザー開催
・12/20 忘年例会 ジャズバンド開催
・1/20 アメリア・イアハートデー
・12/10 東京Ⅰゾンタクラブ.チャリテイーバザー出席
・12/12 かながわゾンタクラブ.クリスマスチャリティコンサート出席
・12/13 横浜ゾンタクラブ.クリスマスチャリティコンサート開催
・1/20 エリア2榎本ADを迎え、3クラブ（横浜、横須賀、かながわ）新年合同例会開催
・12/14 忘年例会卓話：NPO法人女性ネットSaya-Saya の理事・野本美保様の「Saya-Sayaの活動につ
いて」、理事・田村伴子様の「父母の離婚後における子と父母との継続的な関係維持促進に関する法
律案について」。 東京Ⅲの浅野万里子様、片桐典子様、山田千鶴子様ご参加。
・12/5 奈良ZCﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ 1名参加
・12/12 かながわZCﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ 2名参加
・12/13 岐阜ZCﾁｬﾘﾃｨｰﾃﾞｨﾅｰ 2名参加
・12/13 横浜ZCｸﾘｽﾏｽﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ 4名参加
・12/21 東京ⅠZC忘年例会 1名参加
・1/18 例会 ｱﾒﾘｱｲｱﾊｰﾄニついての勉強会 豊田会員
・12/5 臨時理事会
・12/13 理事会・例会、チャリティーの夕べ2017（加藤登紀子コンサート）
・12/15 SOM委員会・三重ゾンタクラブ設立総会
・1/5 臨時理事会
・1/12 SOM委員会・三重ゾンタクラブ例会
・1/19 理事会・新年例会（新入会員入会式・次期役員指名委員選出）
・12/15 三重ゾンタクラブ設立総会（(鈴鹿医科大学)3名出席
・12/21 移動例会・忘年懇親会（浅間温泉ホテル玉の湯）
・1/8 1月例会（初めてのランチ例会）会員卓話「病児保育」会報44号発行 指名委員選出
H29年度就学支援生決定 中村瑠奈さん(松本大学総合経営学部観光ホスピタリティー学科1年)
・1/23 岩波本社表敬訪問（4名）
・12/9 例会（佐田玲子クリスマスコンサート＆クリスマスディナー、プレゼント交換） 指名委員選出
・12/13 横浜ZCﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ 2名参加 ・12/13 岐阜ZCﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ（加藤登紀子） 3名参加
・12/19 ビンゴ打合せ（東急ホテルと）
・12/23 理事会
・1/10 例会 「認知症の理解と予防」 愛知県認知症介護指導者 大嶋康代様
・12/7 DVシェルター礼拝会を訪問し寄付金贈呈及び近況報告を頂いた。
・12/12 クリスマスチャリティーコンサート 於：ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル
櫻井亜木子氏による薩摩琵琶演奏。
身体障碍者支援施設 本牧活動ホーム、根っこの会へ寄付金贈呈
日本キリスト教海外医療協力会へ切手、古本の寄付
・12/13 横浜ZCクリスマスチャリティーコンサートへ4名出席
・12/21 東京１ZCクリスマスパーティーへ１名出席
・1/20 エリア2榎本ADを迎え、3クラブ（横浜、横須賀、かながわ）新年合同例会開催
・12/10 東京ⅠＺＣチャリティーバザー（京王プラザホテル）
・12/10 仁藤夢乃さん講演会「すべての少女に衣食住と関係性を」（逗子市役所）
・12/13 横浜ＺＣチャリティーコンサート（ホテルニューグランド）
・12/19 例会（合同例会ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ委員会、ｴﾘｱﾐｰﾃｨﾝｸﾞ、料理講習会）終了後ﾒﾙｷｭｰﾙﾎﾃﾙと打合せ
・1/8 子育て支援の餅つき大会（熊野神社）
・1/16 料理講習会の試食、エリアミーティングのプログラム案の検討、講師の決定
・1/20 エリア2榎本ADを迎え、3クラブ（横浜、横須賀、かながわ）新年合同例会開催
（コンベンションの登録方法、各クラブの活動報告、イヴェント宣伝、自己紹介）
・12/5 理事例会開催
・12/10 東京Ⅰｿﾞﾝﾀｸﾗﾌﾞﾁｬﾘﾃｨｰﾊﾞｻﾞｰ出店
・12/14 東京Ⅱｿﾞﾝﾀｸﾗﾌﾞ 卓話・忘年例会参加
・12/21 東京Ⅰｿﾞﾝﾀｸﾗﾌﾞｸﾘｽﾏｽ会参加
・1/10 理事例会開催→次年度の活動の方向性についての話し合いを行う。
支援の形を金銭面だけでなく、アドボカシーや啓蒙活動等、各支援団体の必要な支援を
確認しながら必要なものを提供していくこととなった。
・12/10 例会
・12/26 理事会
・1/13 新年会を兼ねて例会を行いました。
・1/28 前橋市市民活動支援センター主催の記念事業 講演会＆交流会参加予定
・1/28 クラブコンベンション委員会参加予定
・12/22 乳児院ひまわりクリスマス会参加寄付金贈呈
・12/7 女性の人権サポートくろーばー（DVシェルター、支援活動グループ）寄付金贈呈日
・1/18 きずな会（里親の会）に寄付金贈呈
・ローズデー（3月11日）チャリティーコンサート企画進行中

三重
№1971 / 19 ・12/15 設立総会
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クラブ名

イベント

東京Ⅰ

・2/28（水） コンベンション委員会出席
・3/3（土） 三重ゾンタクラブ 国際ゾンタ加盟認証伝達式及び祝賀会参加
・3/17（土） ローズデー（エリア2榎本ADクラブ訪問）
・4/14（土） エリア2エリアミーテング参加

横浜

・3/14（水） 横浜ゾンタクラブローズディ講演会
・2/17（土） 鳴門ゾンタクラブ40周年記念式典参加予定
・2/25（日） 横須賀ゾンタクラブ料理講習会参加予定
・3/3（土） 三重ゾンタクラブ加盟認証式参加予定
・3/18（日） 東京Ⅱゾンタクラブチャリティコンサート出席予定
・3/25（日） エリア4エリアミーティング出席予定
・4/14（土） エリア2エリアミーティング出席予定

東京Ⅱ

・3/18（日）テノリッシモ ジョン・健・ヌッツォ氏を迎えて
「第35回補助犬育成―障害者自立支援チャリティーコンサート＆ビンゴの集い」
京王プラザホテルにて 午前11時から開催。

岐阜

・3/3（土） SOM委員会・三重ゾンタクラブ認証状伝達式
・3/8（木） ローズデー行事＜写真＞
チャリティバザー2018
会場：岐阜グランドホテル

松本

・3/4（日）ローズデー講演会＜写真＞
“子どもの権利と幸せって、なあに？”
基調講演とパネルディスカッション
会場：あがたの森文化会館 PM1:30～4:00

名古屋
SORA

・2/17（土）
・3/3（土）
・3/11（日）
・3/18（日）
・3/25（日）
・4/14（土）

かながわ

・3/13（火） ロ－ズデーイベントとして、クラブ会員の例会卓話及び新会員獲得のための集中勉強会。

横須賀

・2/25（日） 料理講習会「うま～いシュウマイ作ろう」横須賀福祉会館6階調理実習室

東京Ⅲ

・3/5（月） ローズデーイベント 支援先からの現状と問題点を含めた報告会を開催する。

群馬

鳴門ZC40周年記念式典 4名参加
三重ゾンタクラブ認証状伝達式参加
第20回ビンゴパーティー
東京ⅡZCチャリティーコンサート 4名参加
エリア4エリアミーティング 2名参加
エリア2エリアミーティング参加

・2/24（土） Ｍサポふれあいまつり参加 ゾンタ茶屋＆バランスの良い食事の相談開催

山梨

・3/11（日） ローズデーチャリティーコンサート
会場：キングスウェルコンサートホール＜写真＞

三重

・3/3（土） 国際ゾンタ加盟認証状伝達式及び祝賀会

2月

3月

4月

東京Ⅰ
松本
東京Ⅲ
東京Ⅰ
松本
東京Ⅲ
東京Ⅰ
松本
東京Ⅲ

20日（火）
15日（木）
6日（火）
17日（土）
15日（木）
5日（月）
16日（火）
19日（木）
未定

横浜
名古屋SORA
群馬
横浜
名古屋SORA
群馬
横浜
名古屋SORA
群馬

14日（水）
14日（水）
10日（土）
14日（水）
14日（水）
11日（日）
11日（水）
11日（水）
8日（日）

東京Ⅱ
かながわ
山梨
東京Ⅱ
かながわ
山梨
東京Ⅱ
かながわ
山梨

8日（木）
13日（火）
15日（木）
8日（木）
13日（火）
15日（木）
12日（木）
10日（火）
19日（木）

岐阜
横須賀
三重
岐阜
横須賀
三重
岐阜
横須賀
三重

23日（金）
20日（火）
16日（金）
20日（火）
20日（金)
17日（火）
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