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～ AD便り ～
待ちに待った春が一足飛びにやって参りました。何時もなら水仙、雪柳、梅、桃、こぶし…と春の到来を楽しむように
ゆっくり咲くのですが、今年は一気に咲きとても賑やかな感じです。その中では桜の儚さと強さが目立たなく感じられ、
少し違和感があるのは私だけなのでしょうか？
今期エリア2には嬉しい事がありました。三重ゾンタクラブが3月3日雛祭りの日に認証状伝達式をされ、24人ものゾン
シャンが仲間入りし、エリア2は12クラブ総勢219人となりました。
いよいよ第9回エリアミーティングです、皆様と共に色々学ぶ機会になれば幸いです。
ご自分のクラブから一歩外に出ませんか？ 今までと違ったものが見えて来るのではないでしょうか。

三重ゾンタクラブ 国際ゾンタ加盟認証状伝達式及び祝賀会
3/3（土）、多数のご来賓・地区理事・日本全国のゾンシャンが四日市都ホテルに集結し、三重ゾンタクラブの
国際ゾンタ加盟をお祝いいたしました。

◎ 会員24名のお名前をご紹介いたします ◎
髙木久代様 丸山淳子様 末松則子様 東 洋代様 鈴村さよ子様 平松美恵様 松永ひとみ様 市川友加里様
小川喜美子様 数馬桂子様 河原徳子様 小澤淑子様 中村昭子様 中村純子様 西岡慶子様 浜田果歩様
前田厚子様 松浦慶子様 水谷淳子様 水野夏実様 村林浩代様 森岡麻衣様 山本佐知子様 若林久穂様
今後のご活躍を期待しております！

■ 三重ゾンタクラブより ■
三重ゾンタクラブの設立にあたり、多大なるご支援、お祝いを頂戴し、心より御礼申し上げます。
皆様方のご期待に添えますように、「ゾンタ」が意味する「誠実」「信頼」をいつも心にきざみ、一人のゾンシャンとして
今までの「経験」「知識」を三重ゾンタクラブ会員全員と共有し、一歩一歩地域に貢献していきたいと思います。
まだまだ未熟ではございますが、末永くご指導いただきますよう切に宜しくお願い申し上げます。

◆4/14（土）エリア２ 第9回エリアミーティング◆
テーマ 「SAY NO DV!～女性たちに寄り添って～」
会 場：メルキュールホテル横須賀
ホストクラブ：横須賀

●2018年 他エリアの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 （開催済み）
・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
●第64回 国際ゾンタ 世界大会 in 横浜
・2018/6/29（金）～7/3（火）
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✿クラブ トピックス✿
～ 横浜 ～
3/14（水） ローズデー NPOみずら代表による卓話

～ 東京Ⅱ ～
3/18（日）テノール歌手ジョン・健・ヌッツォ氏をお迎えして
恒例のチャリティーコンサートとビンゴの集いを開催しま
した。ダイナミックな素晴らしい歌声に酔いしれ、ビンゴ
ゲームでは大いに盛り上がりました。笑顔でお帰りになら
れる参加者の皆様をお見送りした会員は来年に向けて
の力を頂きました。

新入会員入会式

～ 松本 ～
3/4（日） ローズデーイベント パネルディスカッション風景

～ 横須賀 ～
2/25（日） ローズデー・イベント
料理講習会「うま～いシュウマイ作ろう」

～ 名古屋SORA ～
3/11（日） 第20回チャリティービンゴパーティーを開催。
大勢の方にご参加いただきありがとうございました。

～ 山梨 ～
3/11（日） ローズデーチャリティーコンサート

3/4（日） UNWomen国際女性デー

ローズデーには
各クラブで様々なイベント
が開催されました♪

2

✿クラブ活動報告
クラブ名
東京Ⅰ
№492 / 14
横浜
№594 / 19

活動内容

・2月 奨学助成金受与者選考
・3月 ローズデー 群馬ゾンタ、 榎本AD、東京ⅡZC山崎様 合同例会
・2/14 例会
・2/17 鳴門ZC 40周年記念式典 2名参加
・2/25 横須賀ZC ローズデイ料理講習会 2名参加
・3/3 三重ZC 加盟認証式 2名参加
・3/14 例会（新入会員入会式）、横浜ZC ローズデイ開催
・3/18 東京ⅡZC チャリティコンサート 3名参加
・3/24 エリア4エリアミーテイング 3名出席
東京Ⅱ
・2/1 理事会、2/8 例会
・2/17 鳴門ZC 40周年記念式典 7名参加
№1071 / 22 ・3/1 理事会、3/8 例会
・3/3 三重ゾンタクラブ認証状伝達式 5名参加
・3/11 名古屋SORAZC ビンゴパーティー 3名参加
・3/11 山梨ZC チャリティーコンサート 3名参加
・3/17 イベント準備
・3/18 「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」にテノール歌手
ジョン・健・ヌッツォ氏を招き京王プラザホテルコンコードボールルームで開催
・3/25 エリア4エリアミーティング 3名参加
岐阜
・3/8 ゾンタローズデーイベント チャリティーバザー2018開催
№1078 / 23
松本
・2/15 ランチ例会 2018～2019新役員選出 チャリティーバザー2018実行委員会立ち上げ
№1522 / 44 ・2/17 鳴門ZC4 0周年記念式典出席（4名）
・3/3 三重ZC 国際ゾンタ加盟認証状伝達式出席（9名）
・3/4 ローズデーイベント「子どもの権利と幸せってなぁに」講演・パネルディスカッション
講師 丹羽咲江氏他2名 入場103名
・3/11 山梨ZC ローズデーコンサート（大谷康子氏）出席（5名）
・3/15 移動例会（ローズデー食事）松南地区公民館
・3/18 東京ⅡZC チャリティーコンサート・ビンゴ大会出席（1名）
名古屋SORA ・2/4 理事会
・2/14 例会
№1531 / 11 ・2/17 鳴門ZC 40周年記念式典 4名参加
・3/3 三重ZC 認証状伝達式 5名参加
・3/9 あいち女性連携フォーラム 2名参加
・3/11 第20回チャリティービンゴパーティー【写真】
・3/18 東京ⅡZC チャリティーコンサート 4名参加
・3/25 エリア4 エリアミーティング 2名参加
かながわ
・2/13 例会・理事会 12月チャリティーコンサート収支報告、指名委員選挙
№1598 / 12 ・3/11 山梨ZC ローズデーチャリティーコンサートへ1名出席
・3/13 例会・理事会 ローズデー勉強会：クラブの現状に見合った奉仕活動の在り方とは
・3/14 横浜ZC 例会及びローズデー記念卓話に1名出席
・3/18 東京Ⅱチャリティーコンサート＆ビンゴの集いへ2名参加
横須賀
・2/9 神奈川新聞料理講習会参加者募集記事掲載、横須賀市観光協会打ち合わせ
№1665 / 6 ・2/20 例会（料理講習会準備、エリアミーティング検討）終了後メルキュールホテルと打ち合わせ
・2/25 ローズデイ・イベント料理講習会「うま～いシュウマイ作ろう」参加者23名（横須賀市福祉会館）
・3/3 三重ZC 認証式・祝賀会（四日市都ホテル）
・3/4 UNWomen国際女性デー～つながる輪ひろがる和～トーク＆手作りファッションショー
ペーパーミラクルズ代表高垣絵里氏（パキスタン在住）男女共同参画センター横浜ホール
・3/11 名古屋SORAZC 第20回チャリティービンゴパーティ（名古屋東急ホテル）
・3/14 横浜ZC 卓話会NPO女のスペースみずら代表有泉恵子氏（横浜ホテルニューグランド）
・3/18 東京ⅡZC ジョン・健・ヌッツオチャリティーコンサート＆ビンゴの集い
・3/20 例会（エリアミーティング募集状況、会計報告）ホテルと観光協会と打ち合わせ
東京Ⅲ
・2/5 理事例会開催
・3/6 理事例会開催
№1677 / 9 ローズデーイベント 「支援団体 Saya-Saya、カリヨン子どもセンター、品川チャイルドラインの現状報
告と意見交換会 支援金贈呈」開催
群馬
・2/10 例会
№1890 / 11 ・2/24 Ｍサポまつり参加 お茶のおもてなし。ゾンタ活動の素晴らしさを皆さまにお伝えしました。
・2/26 理事会
・3/3 三重ゾンタクラブ 国際ゾンタ加盟認証状伝達式参加（2名）
・3/17 東京ⅠZCとの合同例会開催
・3/18 東京ⅡZC チャリティーコンサートに参加（2名） ・3/27 理事会
山梨
・2/15 例会時に里親さん2名から体験談を聞き勉強会を行う
・2/20 ピンクリボン協賛
№1939 / 24 ・3/3 三重ZC チャーターナイト出席（3名）
・3/4 松本ZC 主催ローズデーイベント参加（4名）
・3/11 山梨ZC主催ローズデーチャリティーコンサート開催（大谷康子inキングスウエル）
・3/18 東京ⅡZC チャリティーコンサート参加（7名）
三重
・2/9 第2回例会開催
・2/24 臨時例会開催
№1971 / 24 ・3/3 国際ゾンタ加盟認証状伝達式及び祝賀会開催
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新入会員・退会者
●新入会員

なし

●退会者

なし

エリア２会員数
2018/3/31現在 12クラブ 219名

クラブ名

イベント

東京Ⅰ

・4/14（土） エリア2エリアミーティング 参加
・5月 奨学金助成金授与式
・6月 総会

横浜

・4/14（土） エリア2エリアミーテイング4名参加
・6/29（金）～7/3（火） 国際ゾンタ世界大会in横浜参加

東京Ⅱ

・4/14（土） エリア2エリアミーティング 12名参加
・5/12（土） エリア1エリアミーティング 2名参加
・5/27（日） エリア3エリアミーティング 3名参加
・6/29（金）～7/3（火） 国際ゾンタ世界大会in横浜参加 15名参加予定

松本

・4/14（土） エリア2エリアミーティング（横須賀）出席13名
・6/23（土） 信州岩波講座/まつもと2018 講師 なかにし礼氏「私たちの今」
会場：キッセイ文化ホール 開場13:00 開演13:30 【写真】

名古屋
SORA

・4/11（水） 例会 フィンランドゾンシャンお迎えして ・4/7（土） 理事会
・4/14（土） エリア2エリアミーティング5名参加 ・5/12（土） エリア1エリアミーティング2名参加
・5/27（日） エリア3エリアミーティング2名参加 ・6/29（金）～7/3（火） 国際ゾンタ世界大会in横浜9名参加

かながわ

・4/14（土） エリア2エリアミーティング（横須賀）4名出席
・5/29（火） 春のチャリティーコンサート開催 横浜山手ゲーテ座にて
ソプラノ 塩谷靖子様出演 【写真】
・6/29（金）～7/3（火） 国際ゾンタ世界大会in横浜7名参加

横須賀

・4/14（土） 第9回エリア2エリアミーティング（メルキュールホテル横須賀）

群馬
山梨

4月

5月

6月

・5/5（土祝） 鐘の鳴る丘こどもの日のつどい 露店の手伝い
・4/14（土） エリア2エリアミーティング（横須賀）12名参加予定
・4/19（木） 山梨県きずな会総会参加
・4/22（日） 榎本ADのクラブ訪問

東京Ⅰ
松本
東京Ⅲ
東京Ⅰ
松本
東京Ⅲ
東京Ⅰ
松本
東京Ⅲ

17日（火）
19日（木）
3日（火）
19日（土）
17日（木）
未定
16日（土）
21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

11日（水）
11日（水）
1日（日）
9日（水）
9日（水）
6日（日）
13日（水）
13日（水）
3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

12日（木）
10日（火）
22日（日）
17日（木）
8日（火）
17日（木）
14日（木）
12日（火）
21日（木）

岐阜
横須賀
三重
岐阜
横須賀
三重
岐阜
横須賀
三重

20日（金)
17日（火）
6日（金）
18日（金）
15日（火）
11日（金）
15日（金）
19日（火）
8日（金）
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