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～ AD便り ～
紫陽花の花や木々の緑が雨に映え美しい季節となりました。
エリア2を皮切りに26地区のエリアミーテイングは無事に終わりほっとしています。
エリア4では『子どもは宝—みんなで育てよう－』、エリア3では『女性の権利を擁護するリーダー的組織』、エリア1では
『国際社会との関わりを考える－女性の人権と地位向上の為に何が出来るか－』
それぞれのテーマでワークショップが企画されました。
私自身全てのエリアミーテイングに参加させていただき改めてゾンタの組織力を感じ、何よりもエリア外のゾンシャン
方との交流が出来たことを嬉しく思いました。
エリアミーテイングで何度も言われたゾンタの活動を持続するためには「ちょっと美味しく、ちょっと楽しく、色々な所に
行けて、ちょっと賢くなり、人のためになる」 これが大切かも知れません。
最後にエリア2のミーティングのホストをつとめて下さった名古屋SORAクラブの皆様ありがとうございました。
そして参加して下さいましたゾンシャンの皆様、ありがとうございました。

【レポート】国際ゾンタ26地区 エリア2 第8回エリアミーティング
名古屋SORAゾンタクラブをホストクラブとして、「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
2017年4月16日（日）に、名古屋東急ホテルにて開催いたしました。
26地区理事、役員、全国からゾンシャンの方々ら約120名が参加されました。
開会式では、ご来賓の26地区ガバナー・真鍋洋子様からご挨拶いただき、続いてのビジネスセッションでは26地区会
員委員長・木下彰子様から、会員拡大の今期目標や各クラブの増強計画についてご報告いただきました。
ワークショップⅠでは、2018年6月に開かれる横浜国際大会に向けて、コンベンション委員長・山本蒔子様、三宅定子
様より、大会概要説明と経過報告が行われ、活発な質疑応答がありました。
午後のワークショップⅡとⅢでは、今回のエリア2エリアミーティングのテーマである「性暴力」～私たちに出来ること～
について、基調講演とパネルディスカッションが行われました。
「性暴力がもたらすもの」と題した基調講演は、愛知教育大学教授の下村美刈様を講師にお迎えしました。
性暴力被害の実態と対策の遅れ、被害者支援の事例を切々と述べられました。
パネルディスカッションでは、講演された下村教授、性暴力救援センター日赤なごや「なごみ」センター長・
片岡恵美子様、咲江レディースクリニック院長・丹羽咲江様、弁護士・杉浦宇子様の4名が登壇されました。
それぞれの立場・経験から、性暴力は人権侵害であることを念頭に、一次被害に起因する二次被害などの
現状、警察・検察の不十分な取り調べ実態、そして子供に対する性暴力など、我が国の社会を取り巻く状況
をご説明いただきました。
どのお話も興味深く、これから私たちが何をすべきかを学べたのではないでしょうか。
ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました。

【第9回エリアミーティング 開催案内】
ホストクラブ：横須賀ゾンタクラブ
開催日：2018年4月14日（土）
場所：メルキュールホテル横須賀 〒238-0041 神奈川県 横須賀市本町3-27
Tel: 046-821-1111
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✿クラブ トピックス✿
～東京Ⅱ～
3月30日に4月の例会「観桜会」が開かれました。今年は
桜の開花が遅く満開の桜を愛でることはできませんでした。
桜は会員の美しさ、華やかさ、賑やかさに負けてしまいま
した。

～山梨～
5月18日例会の折りに例会場のKINGSWELLの庭で満開
の薔薇をバックに・・・。

～Zクラブが誕生！～
日本航空高校に、山梨ゾンタクラブを母体としたZクラブが
設立され、2017年1月6日、国際ゾンタ26地区日本航空高校
Zクラブとして認証されました。
おめでとうございます！
○ 2017年6月24日（土）
○ 認証状伝達式： 日本航空高校J-Ship Hall

Welcome to
ZONTA!！

新入会員・退会者
●新入会員 北村和江様（横浜・5/1付）

●退会者 吉田千鶴子様（東京Ⅰ）
岡澤美江子様、杉浦和子様、林明美様（以上、横浜・5/1付）
田中美紀子様、槌谷佳子様、中野徳子様、和田照子様（以上、東京Ⅲ・5/31付）
※前号で2/1付退会とお知らせした横溝和子様（横浜）は会員継続となりました。

エリア２会員数
2017/5/31現在 11クラブ 190名（▲6名）

物故者

＜会員増強計画＞
今期目標
５％の会員拡大

東京Ⅰ・吉田千鶴子様(4月1日ご逝去）享年90歳。
お義母様と2代にわたる会員でいらっしゃいました。
ご冥福をお祈りいたします。
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✿クラブ活動報告
クラブ名
東京Ⅰ
№492 / 15

横浜
№594 / 16
東京Ⅱ
№1071 / 22

岐阜
№1078 / 22

松本
№1522 / 43

名古屋SORA
№1531 / 9

かながわ
№1598 / 12
横須賀
№1665 / 6

東京Ⅲ
№1677 / 9

活動内容
・4/16 第８回エリアミーティング名古屋東急ホテル ３名参加
・4/18 理事会例会 第27回奨学助成金授与式 東京大学大学院 医学系研究科専攻生
・４/20 理事会例会
2016年度寄付金贈呈式 点字 図書館館長長岡秀治氏、補佐役 いのちの電話 理事長上村みどり氏
・4/5 京都Ⅱゾンタクラブ チャリティー園遊会出席
・4/12 「イタリアとドイツの風をYOKOHAMAへ」卓話 ミューヘンゾンタクラブ 野崎陽子氏
・4/16 エリア2エリアミーティング(名古屋）参加
・理事会：3/30、5/11 例会：3/30、5/18
・4/5 京都Ⅱゾンタクラブ チャリティー園遊会に1名出席
・4/16 エリア2エリアミーティング(名古屋）に13名参加
・4/22 エリア4エリアミーティング(神戸）に3名参加
・4/22 手話ダンス「チャリティセミナー CHALLENGE LIFE 2017」6名参加
・5/11 かながわゾンタクラブ チャリティーコンサートに1名参加
・5/13 エリア3エリアミーティング(奈良）に3名参加
・5/20 エリア1エリアミーティング(秋田）に4名参加
・4/7 臨時特別委員会（内規見直し）
・4/16 エリア2エリアミーティング(名古屋）8名参加
・4/21 4月理事会・例会（内規見直し案の提示、2017年度チャリティの夕べ出演者協議
・5/19 5月理事会・例会（内規見直し案の審議及び承認）
・4/3 新入会予定者面接
・4/16 エリア2エリアミーティング（名古屋）14名参加（松本大学GZ 3名引率1名参加）
・4/20 4月例会
・4/22 エリア4エリアミーティング（神戸）1名参加
・5/13 エリア3エリアミーティング（奈良）1名参加
・5/18 5月例会 会員卓話「神は祟る？-シャグジを例として-」倉石あつ子会員
・5/20 エリア1エリアミーティング（秋田）1名参加
・5/29 山梨ZC講演会「人を育てる力」（甲府）3名参加
・4/7 エリアミーティング打ち合わせ
・4/12 例会 エリアミーティング最終打ち合わせ
・4/15 エリアミーティング準備（東急ホテルにて）
・4/16 第8回エリア2エリアミーティング（名古屋東急ホテル）
・4/22 エリア4エリアミーティング（神戸）4名参加
・4/29 理事会
・5/10 例会 ビンゴパーティー、エリアミーティング反省会
・5/13 エリア3エリアミーティング（奈良）4名参加
・5/20 エリア1エリアミーティング（（秋田）4名参加
・5/28 理事会
・4/11 理事会・例会
・4/16 エリア2エリアミーテイング（名古屋）参加
・5/11 山手ゲーテ座チャリティーコンサート開催 演奏者：ｳﾞｧｲｵﾘﾝ 杉浦美知様、ﾋﾟｱﾉ 越智純子様
・4/1 横須賀観光マップ エリア2エリアミーテイング配布用送付
・4/11 理事会 エリアミーテイングアピール準備
・4/16 エリア2エリアミーテイング（名古屋）参加
・4/18 例会（エリアミーテイング報告、国際大会スポンサーシップ委員会の件、神奈川新聞厚生文化事
業団への寄付について、役員報告）
・5/16 例会（寄付先からの礼状、国際会費の件、他クラブからのイベント案内）
終了後ヴェルニー公園のバラ鑑賞
・5/20 久里浜はなの国ポピーまつり
・4/14 理事例会開催
・4/16 エリア2エリアミーテイング（名古屋）参加
・5/8 都庁第３談話室にて「女性の人権についての意見交換会」を開催。浅野・片桐・星野が参加。
出席者は栗林のり子都議会議員、松葉多美子都議会議員、岡本宣子世田谷区議会議員、
久永薫渋谷区議会議員、ライトハウスより藤原代表、瀬川広報担当、
NPOフローレンスより養子縁組担当 藤田順子氏、
全国シェルターネットより共同代表 土方聖子氏、Saya-Sayaより理事田村伴子氏、
東京3ゾンタクラブ3名の計12名。
現場で行われている現状・要望をダイレクトに議員の方々に理解していただいた。
今後もこのような会が開催され、各団体・行政の横のつながりが広がっていくとよいとの意見多数。
・5/10 理事例会開催
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クラブ名
活動内容
群馬
・4/9 例会
№1890 / 11 ・4/16 エリア2エリアミーティング（名古屋）4名参加
・4/26 理事会
・5/5 鐘の鳴る丘こどもの日のつどい 露店の手伝い
・5/14 例会
・5/21 和服でランチ ゾンタ推奨活動を行いました。
・5/24 理事会
山梨
・4/3 臨時理事会
№1939/ 25 ・4/5 京都Ⅱゾンタクラブ チャリティー園遊会11名参加
・4/14 理事会
・4/16 エリア2エリアミーティング(名古屋）4名参加
・4/20 例会
・4/25 山梨県里親会きずな会総会参加2名
・5/12 理事会
・5/18 例会
・5/29(月） 山梨ゾンタクラブ講演会
「人を育てるちから・・夢を実現できる社会にするために今すべき大切なこと」大島啓介氏

クラブ名

イベント

横浜

・6/18（日） 山形ゾンタクラブ10周年記念式典出席予定
・6/24（土） 山梨ゾンタクラブ日本航空高校Zクラブ加盟認証状伝達式出席予定
・7/2（日） 横浜ゾンタクラブチャリテイーバザー開催
・8/23（水） 横浜市内小中学生30名野球観戦（横浜スタジアム）

松本

・6/3（土） 信州岩波講座／まつもと2017 上野千鶴子氏「下り坂を降りる」まつもと市民芸術館
・6/15（木） 総会・例会、新入会員入会式
・7/20（木） 松本GZと合同例会 GZ会長卓話 会報43号発行

名古屋
SORA

・6/24（土） 山梨ゾンタクラブGZ認証状伝達式参加
・7/21（金） 岐阜ゾンタクラブと合同例会
卓話「アドボカシーのいろは」畑山アドボカシー委員長

かながわ
東京Ⅲ
群馬
山梨

・8/8（火） 暑気払い会員懇親会 レストラン「シェ カミヤ」にて
・7月 人身取引サポートセンターライトハウス 藤原代表を招いての勉強会開催
・7/2（日） 第5回 群馬ゾンタまつり開催
・6/24（土） 山梨ゾンタクラブ主催 日本航空高校Ｚクラブ認証状伝達式
・6月ｏｒ7月 （株）早野組様講演会＝山梨ゾンタクラブ企画協賛講演会・テーマ里親里子について

＊は変更の場合あり

6月

7月

8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）
5日（月）
15日（土）
20日（木）
4日（火）*
休会
17日（木）
1日（火）

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）
12日（月）
12日（水）
21日（金）
9日（日）
23日（水）
9日（水）
6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）
13日（木）
11日（火）
20日（木）
17日（木）
休会
未定

岐阜
横須賀

16日（金）
20日（火）

岐阜
横須賀

21日（金）
18日（火）

岐阜
横須賀

18日（金）
未定
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