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～ AD便り ～
桜の花も咲き始めいよいよ春到来です。桜は古来から日本人の心に例えられます。四季それぞれに美しい姿を
見せ、そして冷たく厳しい冬に耐え、春に美しく咲く。咲いているときが短く、その儚さ、散る潔さが人生に似ている
とも言われています。散ってもまた来年美しく咲くのです。
いよいよゾンシャンにとって大切なエリアミーテイングが開催されます。
2009年日本が26地区に位置づけられ4エリアに分けられました。それから約9年、ミーティング自体が
お祭り的な要素が減り、ワークショップ形式のものと変化して来ました。
この機会にぜひ多くのゾンシャンが集い交流して友情を温めましょう！
1人でも多くの方がお出かけくださる様お待ちしています。

2017年4月16日に「国際ゾンタ26地区 エリア2 第8回エリアミーティング」を開催いたします。
地区理事・委員長、エリア2各クラブにご協力いただきながら、準備を進めているところです。
「性暴力」について学び、現状を把握しながら、私たちに何が出来るかということを考える機会になれば
と思っております。
プログラム
＜日 時＞ 2017年4月16日（日曜日）10：15～16：30（受付開始8：30 ～）
＜場 所＞ 名古屋東急ホテル
＜テ ー マ＞ 『性暴力』 ～私たちに出来ること～
＜スケジュール＞
8：30～10：00
登録受付
9：00～10：00
会長会議
10：15～
開会式
10：30～11：00 ビジネスセッション
11：00～12：00 ワークショップⅠ ●横浜国際大会にむけて
国際コンベンション委員会
12：00～
昼食
13：00～14：00 ワークショップⅡ ●基調講演：「性暴力のもたらすもの」
講師：下村美刈 氏 （愛知教育大学 教授）
14：15～16：00
●パネルデイスカッション
片岡笑美子 氏 （性暴力救援ｾﾝﾀｰ 日赤なごや なごみ 代表）
丹羽 咲江 氏 （咲江レディスクリニック 院長）
杉浦 宇子 氏 （弁護士）
司会：榎本 和 （エリア2 エリアディレクター）
16：00～
講評
ガバナー 真鍋 洋子 様
16：10～
閉会式
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クラブ トピックス
～横須賀～
2/19 料理講習会
「野菜が一杯やさしさいっぱい」

～松本～
3/5（日） ローズデーイベント
「性被害って、なぁに」講演とパネルディスカッション
ワンストップ支援センター「りんどうハートながの」の
取り組み

～名古屋SORA～
2/26（日）恒例のチャリティービンゴパーティを
開催しました。いい賞品は当たりましたか?!
～岐阜～
3/5（日）チャリティーバザーの模様です。
岐阜県キャラクター・ミナモちゃんも来店☆

～群馬～
Ｍサポまつりでの和服でのお茶のおもてなし。
ゾンタの現在の活動を皆さまにお伝えしました。

～横須賀より～
映画「未来を花束にして」女性には投票権も真剣
さえもみとめられていなかった1912年のロンドンの
クリーニング工場で働く思想も教養も富もない一人
の母親が婦人参政権の運動にかかわっていく話で
す。100年前ZONTAができるころの女性がおかれて
いた立場が良く理解できる映画です。とても地味で
すが、私たち未来の女性たちに運動に参加する時
につける花束をたくされているような気持ちになる
映画です。
～横浜より～
3月のローズディにおいて、NPO法人かものはしプロ
ジェクト「こどもが売られない世界を作る」の卓話を聞き
性暴力について学んだ。背景には女性蔑視、貧困など
があるがいかに自立支援をしていくかが問題となってく
る。当クラブも4年前からDVの被害者支援に奉仕基金
活動をしているが、配偶者又はパートナーの性暴力も
多いと聞いている。名古屋に於いてのエリアミーティン
グのテーマは興味深いです。
～山梨より～
山梨県ではまだワンストップ支援センターが立ち上がって
おらず、民間ｼｪﾙﾀｰ「女性の人権サポート・くろーばー」等
の民間団体が草の根的に活動しています。

～東京Ⅲより～
現在東京Ⅲでは、支援先からの要請を受け、
「親子断絶防止法案について」取り組んでおります。
この法案が可決されますとDV被害者の女性や
子どもが更に加害者から支配を受け続けてしまい、
被害が拡大してしまいます。
ご協力頂けます方がいらっしゃいましたら東京Ⅲ
までご連絡下さい。
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クラブ活動報告（2月・3月）
クラブ名
東京Ⅰ
№492 / 16
横浜
№594 / 17

活動内容
・3/18 ローズデー講演会「開発途上国の女子について」
講師：池上清子氏 インターナショナルジャパン理事長
・2/8 「成年後見と権利擁護について」卓話 山川英夫弁護士(写真）
・2/19 横須賀ゾンタクラブローズディ料理講習会、出席2名
・3/8 ローズディNPO法人かものはしプロジェクト「こどもが売られない世界を作る」卓話 草薙直基氏
・3/12 東京Ⅱゾンタクラブ補助犬育成の為のチャリティコンサート出席3名
・3/18 東京Ⅰゾンタクラブローズディ講演 出席1名
東京Ⅱ
・2/26 名古屋SORAゾンタクラブチャリティービンゴパーティーに9名参加
№1071 / 22 ・2/27 大学女性協会主催の講座「SDGの実現」に2名参加
・3/5 松本ZCローズデー企画「性被害って、なぁに」1名参加
・3/9 ローズデー勉強会 豊田由起子会員の卓話 「SDGsの現状」
・3/13 第34回補助犬育成のためのチャリティーコンサート＆ビンゴの集い」に加藤登紀子さんを招き
京王プラザホテル エミネンスホールで開催
・3/18 東京ⅠZC ローズデー記念講演 「世界の子供たちのために」に1名参加
岐阜
・2/12 臨時理事会（ﾁｬﾘﾃｨﾊﾞｻﾞｰ詳細の検討） ・2/17 2月理事会・例会（ﾁｬﾘﾃｨｰﾊﾞｻﾞｰ準備）
№1078 / 22 ・3/4 臨時理事会（ﾁｬﾘﾃｨｰﾊﾞｻﾞｰ準備）
・3/5 チャリティーバザー2017（岐阜グランドホテル）参加者約500名
・3/10 臨時特別委員会（内規見直し） ・3/17 理事会・例会（チャリティーバザー2017収支報告・反省会）
松本
・2/16 2月例会 奨学生卓話 松本大学 高柳唯さん
№1522 / 43 ・2/26 名古屋SORAチャリティービンゴパーティ参加（4名）
・3/4 岩波講座/武蔵野「本を楽しもう会」参加（5名）
・3/5 ローズデーイベント「性被害って、なぁに」講演とパネルディスカッション
ワンストップ支援センター「りんどうハートながの」の取り組み
講師 中島恵理長野県副知事 榎本和精神科医師（AD）入場者 89名
・3/9 里親制度の現状を学ぶ（軽井沢）長野県里親連合会副会長市川フロスト和美氏
出席（5名）、山梨ゾンタクラブ（5名）合流
・3/12 東京ⅡZC加藤登紀子チャリティーコンサート&ビンゴの集い参加（8名）
・3/16 3月移動例会（ローズデー食事）松南地区公民館
名古屋SORA ・2/8 例会 ・2/19 ﾎﾞｲｽｹﾝ15周年記念「三国志朗読劇」参加2名
・2/26 第19回ビンゴパーティー
№1531 / 9
・3/8 例会ローズデーイベント 卓話「性暴力被害者保護施設の実状を知る」
講師：片岡笑美子様 性暴力救援センター日赤なごや なごみ代表/第二赤十字病院副院長/看護部長
・3/12 東京Ⅱチャリティーコンサート＆ビンゴの集い 参加4名
・3/19 暁学園「出発を祝う会」 参加3名
・3/26 役員理事会
・2/14 例会・理事会 ５月チャリティーコンサートの準備
かながわ
№1598 / 12 ・3/12 東京Ⅱチャリティーコンサートとビンゴの会 3名出席
・3/14 例会・ロースデーイベント 横浜市会議員川口たまえ氏による卓話
・3/18 東京Ⅰローズデー記念講演 出席 1名
横須賀
・2/9 神奈川新聞料理講習会募集記事掲載
№1665 / 6
・2/19 料理講習会「野菜が一杯やさしさいっぱい」（横須賀福祉会館調理実習室）20名参加
・2/21 例会 会計報告、寄付先の検討・横須賀市役所経済観光課へパンフレットのお願い
・3/5 UN Women日本協会 よこはま国際女性デー2017～つながる輪 ひろがる和～「災害と女性―復興
から未来を拓くー女川町コミュニテイスペースうみねこ代表八木純子さんとみやぎジョネット代表草野祐子
さんのトークと映像交流会（アートフォーラムあざみ野レクチャールーム）
・3/8 横浜ＺＣ卓話会 かものはしプロジェクト（こどもが売られない世界をつくる）（横浜ﾎﾃﾙﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ）
・3/12 東京ⅡＺＣ加藤登紀子ﾁｬﾘﾃｲｰｺﾝｻｰﾄ＆補助犬育成のためのﾋﾞﾝｺﾞの集い（京王ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ）
・3/21 例会 エリアミーテイングにむけて
東京Ⅲ
・2/2 理事例会開催
№1677 / 13 ・3/8 公明党渋谷区区議会議員 幹事長 栗谷順彦氏、久永 薫氏、近藤順子氏と女性ネットSaya-Saya
代表松本氏、理事田村氏、東京Ⅲ星野が面談。
・3/13 理事例会・ローズデーイベント「親子断絶防止法案についての問題点」開催
講師 女性ネット Saya－Saya 代表 松本和子氏 理事 田村伴子氏
群馬
・2/12 例会
・2/22 理事会
・2/25 Mサポまつり(写真）
№1890 / 11 ・3/12 例会
・3/29 理事会
・3/12（日）東京Ⅱチャリティーコンサート＆ビンゴの集いに参加（清水）
山梨
・2/10 理事会
・2/16 例会
№1939/ 25 ・3/5 松本ZC主催ﾛｰｽﾞﾃﾞｰｲﾍﾞﾝﾄ「性被害って何」ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ支援ｾﾝﾀｰについての勉強会（5名参加）
・3/9 長野県里親会連合会松本ZCとの合同勉強会（於軽井沢、4名参加）
・3/12 東京ⅡZCチャリティコンサート（於東京、7名参加）
・3/14 理事会
・3/16 例会 併・「ローズデーにちなみ、ゾンタの認識を深める勉強会」開催
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新入会員・退会者
●新入会員 1名 横浜（2/11付） 藤井佐知子様

Welcome to
ZONTA!！

●退会者 1名 横浜（2/1付） 横溝和子様

エリア２会員数
2017/3/31現在 11クラブ 196名（±0名）

クラブ名

イベント

東京Ⅰ

・4/18（火）2016年度奨学助成金授与式
・日本転移図書館及びいのちの電話寄附金贈呈式 日程未定

横浜

・4/12（水）「イタリアとドイツの風をYOKOHAMAへ」卓話ミュンヘンゾンタクラブ会員野崎陽子氏
・4/5（水）京都Ⅱゾンタクラブチャリティ園遊会出席予定
・4/16（日）エリアミーティング出席3名
・6/18（日）山形ゾンタクラブ10周年記念式典参加予定

松本

・4/16（日）エリア2エリアミーティング（名古屋）16名松本大学GZより5名同行
・6/3（土）信州岩波講座/まつもと 講師：上野千鶴子氏「下り坂を降りる」
開場 13:00 開演13:30 まつもと市民・芸術館（写真）

名古屋SORA

・4/16（日）第8回エリアミーティング

かながわ

・4/16（日）エリアミーティング出席 2名
・5/11（木）チャリティーコンサ－ト開催
ヴァイオリン杉浦美知氏 ピアノ越智純子氏

於：横浜山手ゲーテ座

東京Ⅲ

・栗林都議議員による報告会「(仮)女性・子どもに対する暴力について東京都の取り組み」
・久永渋谷区議会銀による勉強会「(仮)法案の作られ方」
いずれも日程は未定

群馬

・5/5（金）鐘の鳴る丘こどもの日のつどい 露店の手伝い

山梨

・4/5（水）京都Ⅱゾンタクラブチャリティ園遊会参加
・4/16（日）エリアⅡエリアミーティング参加
・6/24（土）山梨ゾンタクラブZクラブ認証状伝達式予定

4月

5月

6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

18日（火）
20日（木）
14日（金）
20日（土）
18日（木）
10日（水）
20日（火）
15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

12日（水）
12日（水）
9日（日）
10日（水）
10日（水）
14日（日）
14日（水）
14日（水）
11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

3/30（木）
11日（火）
20日（木）
18日（木）
11日（木）
18日（木）
8日（木）
13日（火）
15日（木）

岐阜
横須賀

21日（金）
18日（火）

岐阜
横須賀

19日（金）
16日（火）

岐阜
横須賀

16日（金）
20日（火）
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