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 エリア４の皆様こんにちは   去る 3 月 25 日は地区内で一番早いエリアミーティングをＳＥ

Ｎ姫路のホストで開催させていただきましたところ多くのゾンシャンのご出席を得て、無事に終わ

ることができました。本当にありがとうございました。  

 今年は、横浜大会を目前にしておりまして、いろいろと学ぶべき事柄が多い集会でした。会長会

議では、非常に大切な話題が出てまいりまして、ゾンタってやはりすごい！と思いました。レベル

の高い奉仕集団であると、改めて皆様の活動と問題意識に敬服すると同時に、いろいろ教えられ、

ＡＤとしてよく務まったものだ・・・きっと各クラブの皆様の寛容と辛抱に支えられたものだと感

じました。こころより感謝申し上げます。6 月号でお再度お礼を申し

上げますが、今も幾重にも感謝の気持ちでいっぱいです。また、エリ

ア通信用の報告書をＡＭ終わってから発信し、数日以内に締め切ると

いう「超絶技巧」？！を要求したにも関わらず、各クラブすぐに応答

してくださいました。すごいです！さすがにゾンタ！ この底力は、

横浜世界大会に結集すると思います。 

ブラボー（ブラバー）！  エリア 4エリアディレクター 井野節子 
 

≪ADの活動報告≫ 

3 月 25 日（日） 第 10 回エリア 4 エリアミーティング  〈3 月 24 日（土）エクスカーション〉  
 

 
 

  新入会員・退会者の報告 
 

        
クラブトッピクス（2月～3月）    

  
徳島 ★3/19 徳島大学国際課、留学生のためへ
生活用品を持ちより寄贈 
  
鳴門 ★2/17真鍋ガバナー様はじめ地区役員・委
員長の皆様、全国各地のゾンシャンの皆様他大勢
のご臨席を頂き「創立 40 周年記念式典」をルネッ
サンスリゾートナルトにて挙行いたしました。エク
スカーションとして大塚国際美術館にて公演中の
「システィーナ歌舞伎」を観覧していただきました。

ご臨席いただきました皆様に心より御礼申し上げ
ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
No.11  2018年4月1日  

国際ゾンタ 26地区エリア 4    エリアディレクター 井野 節子 
TEL:079-254-5717  FAX:079-254-5751  E-mail:d26area4director@zonta-d26.jp  

【新会員】 岡山 導寺信子様（3/8） 大丸和子様（3/8） 

【 退 会 】 
鳴門 尾崎 幸子様（3/31） 

SEN姫路 村上まき様（3/31）  石原隆志様（3/31）  西﨑由美子様（3/31）    

 

国際ゾンタ 26地区 
2016-2018年 

目標と方針 

①①  会会員員増増強強とと新新ククララブブ設設立立    

②②  女女性性のの権権利利をを擁擁護護すするるリリーーダダーー的的組組織織でであありり続続けけるる    

③③  各各地地域域ににああっったた奉奉仕仕／／アアドドボボカカシシーー活活動動をを展展開開すするる    

④④  女女性性とと女女児児へへのの暴暴力力撲撲滅滅  

⑤⑤  横横浜浜 CCoonnvveennttiioonn のの広広報報とと協協力力  

tel:079-254-5717
mailto:d26area4director@zonta-d26.jp
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神戸 ★ともに学ぶ神戸ゾンタ講座 第 5 回 
2/15（木）「地球散歩」講師：深田幸代会員  第6回 
3/15（木）「オリーブの愉しみ」講師：中西テツ 氏  
 
 
 
 
 
 
 
 
高松 ★３/１８（日）ローズ
デー事業「ワンストップ支
援センターオリーブかが
わの PR キャンペーン」を
実施。県知事等来賓もお
迎えし、TV、新聞など多く
のメディアで取り上げて
いただきました。 
 
 
沖縄 ★3/17(土)
沖縄ゾンタクラブ
「ゾンタローズディ」
講演会 （参加者：２８
名）☆【－今だから礼
儀作法－】場所：ＡＮＡ
クラウンプラザホテ
ル沖縄ハーバービュー 講師：久保田照子チャーム
スクール 代表 久保田照子氏 ☆【地位向上を目
指す女子学生就学支援金（３３万円） 贈呈式】授業
料前期分 対象者：沖縄キリスト教学院大学 ２年生 
神村釆音さん 
 
フェニックス神戸 ★2/4（日）初
笑い新年懇親会 落語とランチの
集いを実施。林家染左師匠を迎え、
2 席の古典落語を楽しんだ。参加者
は 60 名であった。 

★2/16（金）新春ロ
ビーコンサート実施。
今回は黄色いピア
ノの伴奏を得て、フ
ｴニックスゾンタ合
唱団として総合リハ
ビリセンターロビー
でお披露目をした。 
★3/13（火）ローズデイ記念行事として兵庫県児童
養護連絡協議会会長吉田先生による、現代の児童
養護の現状と課題についての講演と意見交換会
を実施した。神戸ゾンタクラブや本クラブの奨学
生も迎えての勉強会であった。 

 

姫路 ★2/15（木）内閣府子どもの貧困対策マッチ

ングフォーラム出席 子どもが経済的な理由だけ

で夢をあきらめることがないように、大人が関心

を持ち、一人ひとりが行動し、支援の輪を社会全体

にひろげようとしている方々の話を聞いた。 
★2/16（金）「第 7 回ローズデーチャリティーバザ
ー」お茶席、会員の手作り品、陶芸家 加古勝巳氏
の作品、会員が推薦する品々などを販売。オープ
ン前からたくさんのお客様が並んで下さり、完売
となった。ラッフルのお楽しみタイムも好評を得た。
収益金は民間の DVシェルターや関連の団体への 

支援に寄付。 ★3/2（金）JK（女子高生）ビジネスの
実態についての研修会（ひょうごの風紀環境をよ
くする会主催）出席、家庭や学校に居場所がない
女子生徒に健全な営業を装いながら、言葉巧みに
入り込み、後戻りできない状況にして、JK ビジネス
をさせている。対策としては「教育」そして、取締り、
検挙、補導、啓発していくこと。  
★3/11（日）国際交流スプ
リングフェスティバル参
加 お抹茶の無料提供、
ひな祭りのカード作り。ベ
トナム技能実習生や知的
障碍者の方々の参加もあ
り、日本の文化に触れながら手作業を楽しんだ。   
★3/22（木）DV啓発講座「知ってよかった！と思え
る DV の基礎知識」フェミニストカウンセリング神
戸主催／姫路ゾンタクラブ助成 前半は DV 加害
者と被害者のこころの内面的な部分を客観的に
説明し理解しやすい内容であった。後半は女性弁
護士が今後のケースに応じて、弁護士依頼の方法
や実際の手続きの方法など具体的に役立つ説明
があり、良かった。 
 
ＳＥＮ姫路 ★2/24（土）、兵庫県立歴史博物館
ロビーコンサートに出演者を紹介するなどの協力
活動を実施（出演：バリトン/坂本 
樹生他） ★3/3（土）3/4（日）姫 
路駅周辺でローズデーＰＲのポケ 
ットティッシュ配布 ★3/24（土）エ 
リア 4エリアミーティングエクスカーション（宝塚歌
劇団観劇）、3/25（日）エリア 4 エリアミーティング
（ホテル日航姫路）開催 

  
 
高松Ⅱ ★3/18 性暴
力被害者支援センター
「オリーブかがわ」のＰ
Ｒキャンペーンを高松ゾ
ンタクラブ様中心に高
松大学ゴールデン G ク
ラブとともに参加した。 
 
福岡 ★2 月例会 ・３月３０日ローズデーについ
て ・来期新役員について ・横浜世界大会スケジュ
ール確認 ★３月例会 ・アメリカ領事館訪問報告 ・
国連ＣＳＷ参加報告 

   

 

 

 



Area4 エリア通信 〈3 〉 

 
クラブ活動報告（2月～3月） 

 
徳島 （16名） 
◇2/5理事会 ◇2/17鳴門ゾンタクラブ 40周年記念式典に 7 名出席 ◇2/19例会 卓話：地元出身の演 
出家 遠藤吉博氏「演劇ミュージカルの話」 ◇2/26 徳島大学国
際課にて奨学生と教授と面談2名 ◇3/2第 14回徳島大学国際
展開推進シンポジューム 2名出席 ◇3/3三重ゾンタクラブ認
証伝達式 1 名出席 ◇3/8 大阪ゾンタクラブチャリティー講演
会（ローズディー）に 2 名出席 ◇3/19 例会 留学生奨学金贈呈 
都継瑶（中国） ◇3/23 エリア４ミーティング（姫路）3 名出席 

鳴門 （30名） 
◇2/8（木）高松ゾンタクラブチャリティバザーに参加（６名） ◇2/8（木）２月理事会 ◇2/14（水）鳴門ゾンタ
クラブ創立４０周年記念式典・祝賀会についての最終協議 ◇2/17（土）鳴門ゾンタクラブ創立４０周年記念
式典・祝賀会 ◇3/3（土）三重ゾンタクラブ国際ゾンタ加盟認証状伝達式出席（3 名） ◇3/8（木）３月理事
会 ◇3/15（木）鳴門市立図書館への大活字本贈呈式（第２９回） ◇3/17（金）３月例会 ◇3/22（木）大鳴門
シルバーハイツ並びに鳴山荘慰問（四国大学 GZクラブとの共催） ◇3/25（日）第 10回エリア 4エリアミー
ティング出席（8 名） 和田津会員が次期エリアディレクターに就任 ◇3/30（金）鳴門市女性子ども支援セ
ンター「ぱぁとなー」にローズデー募金を寄付 

岡山 （21名） 
◇3/8国際ゾンタ・ローズデー(国際女性デー)記念に当たり、岡山ゾンタクラ
ブ(高畠歌子会長)は、地域の子どもたちの読書活動推進の一助として、岡山
県立図書館(狩屋幸司館長)に児童図書 34 冊(350 冊継続)及びボールペン
100本と国際ゾンタ財団へローズ基金USD2,000を寄贈しました。岡山県から
感謝状を授与されました。 
神戸 （9名） 
◇2/4フェニックス神戸ゾンタクラブ 初笑い新年懇親会 参加 ◇2/15例会 第5回ともに学ぶ神戸ゾン
タ講座 ◇2/16 姫路ゾンタクラブ チャリティーバザー参加 ◇2/17 鳴門ゾンタクアブ創立 40 周年記念式
典 出席 ◇3/8大阪Ⅰゾンタクラブチャリティー講演会 参加 ◇3/15例会 第6回ともに学ぶ神戸ゾンタ
講座 ◇3/25第 10回エリア４エリアミーティング出席 

高松 （42名） 
◇2/8第25回チャリティーバザー10時～16時 高松センタービル ◇2/13例会、谷本礼奈さん入会式 ロ
ーズデー事業のための勉強会 卓話「性暴力被害者支援センター“オリーブかがわ”の取り組みについて」
香川県政策部男女参画・県民活動課 川田様、オリーブかがわ支援局長 伊藤様、香川県警本部公聴・被
害者支援課 高坂様、高松大学 GZ も卓話に参加 ◇2/17 鳴門ゾンタクラブ 40 周年記念式典 19 名出席 
◇2/23理事会 ◇3/3三重ゾンタクラブ加盟認証状伝達式 4名出席 ◇3/12夜間例会 卓話「盲学校の
教育について」香川県立盲学校 岡みゆき校長、石橋明美先生 ◇3/18 ローズデー事業「ワンストップ支援
センターオリーブかがわの PRキャンペーン」13時～高松市丸亀町壱番街ドーム広場 高松ⅡZC、高松大学
GZ も参加 ◇3/24理事会 ◇3/24～25 エリア 4 エリアミーティング（SEN姫路 ZC）14 名出席 

沖縄 （12名） 
◇2/17(土)役員会・定例会 ◇3/8(木)3･8 国際女性デー沖縄県集会 糸数会長参加 ◇3/17(土)定例会＆
沖縄ゾンタクラブ「ゾンタローズディ」講演会 

北九州  （28名） 
◇２/3（土）役員会 ◇2/19（月）定例会 ◇２/27（火）在福岡アメリカ領事館ジョ
イ・Ⅿ・サクライ首席領事表敬訪問 6 名参加（写真） ◇３/3（土）役員会 ◇３/3
（土）三重ゾンタクラブ認証状伝達式１名参加 ◇３/19（月）定例会 ◇３/25（日）
国際ゾンタ 26 地区エリア 4 エリアミーティング ホテル日航姫路 5 名参加   
◇３/31（土）ローズデイ 講師 中野裕弓氏（人事コンサルタント・ソーシャルフ
ァシリテーター）テーマ：「人生 100 年時代を踏まえてこれからの女性のリーダ
ーシップのありかた」  

フェニックス神戸 （10名） 
◇2/4 ミニ例会と新年懇親会（神戸倶楽部にて） ◇2/10 茶道指導（兵庫国際交流会館） ◇2/17 新春ロビ
ーコンサート（県立総合リハビリテーションセンター中央病院） ◇3/10 留学生と楽しむ「ひな祭り茶会」（兵
庫国際交流会館） ◇3/13理事会、例会とローズデイ行事（ANAクラウンプラザホテル神戸） ◇3/17コーラ
スと日本料理、巻きずしを楽しむ（兵庫県国際交流会館）  他、鳴門ゾンタクラブ 40 周年行事、三重ゾンタ
クラブ認証式、神戸ゾンタクラブの神戸講座、大阪Ⅱゾンタチャリテイ講演会などに参加。 
安芸コスモス  （16名） 
◇2/13（火）役員会 エリアミーティング、世界大会検討 ◇2/16・17 鳴門ゾンタクラブ４０周年記念式典 5 名
参加 歌舞伎を楽しむ ◇2/24（土）男女共同参画セミナー 主催：ＷＥＮＥＴ「ありのままで自分らしく生きる」
講師：河口和也氏 8 名参加 ◇2/27（火）例会 世界大会について他 卓話：木原朋子氏 筝曲奏者 ◇３/５
（月）広島市議会傍聴 主催：ＷＥＮＥＴ 2 名参加 ◇3/10（土）国際女性デイ：講演会「核兵器禁止条約 全力
応援」講師：藤森敏樹氏（被団協事務局次長）主催：実行委員会（当会も構成員）4 名参加 ◇3/13（火）役員
会 諸事情により中止 ◇3/24･25 エリアミーティング SEN 姫路 宝塚・有馬温泉共 3 名参加 ◇3/27
（火）例会・ローズディ講演会「ローズディ・国際女性ディーに寄せて」講師：宮崎園子氏 朝日新聞社記者 
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姫路 （18名） 
◇2/4（日）フェニックス神戸 ZC 新年懇親会参加 ◇2/9（金）チャリティーバザー準備 値段付け作業 ◇
2/13（月）理事会 ◇2/15（木）内閣府子どもの貧困対策マッチングフォーラム出席 ◇2/16（金）例会 「第7
回ローズデーチャリティーバザー」開催 お茶席・出店・姫路大学 GZC のメンバーなどのお手伝いを受け、会
員一致団結してバザーを開催できました。 ◇2/17（土）鳴門 40 周年記念式典参加 ◇3/2（金）JK（女子高
生）ビジネスの実態についての研修会参加 ◇3/10（土）国際交流スプリングフェスティバル準備 ◇3/11
（日）国際交流スプリングフェスティバル参加 お抹茶の無料提供とひな祭りのカード作りの講習 ◇3/12
（月）理事会 ◇3/16（金）例会 会員の指導によるアートフラワー作り ◇3/22（木）姫路 ZC 助成の DV 啓発
講座「知ってよかった！と思える DVの基礎知識」に参加 ◇3/25（日）第 10回エリア 4エリアミーティング
参加 ◇3/26（月）あいめっせ登録団体連絡会議出席  

ＳＥＮ姫路  （20名） 
◇2/16（金）姫路ＺＣローズデーチャリティーバザー出席 ◇2/17（土）鳴門 ZC 創立 40 周年記念式典・祝賀
会出席 ◇2/21（水）理事会、例会 ◇2/24（土）兵庫県立歴史博物館ロビーコンサート協力 ◇3/3（土）三重
ＺＣ国際ゾンタ加盟認証状伝達式出席 ◇3/3（土）3/4（日）姫路駅周辺でローズデーＰＲのポケットティッシ
ュ配布 ◇3/14（水）エリアミーティング試食会 ◇3/19（土）エリアミーティング最終打ち合わせ ◇3/20
（火）姫路市動物園、姫路市水族館のサポーター協賛 ◇3/23（水）理事会、例会、エリアミーティング予行
演習 ◇3/24（土）エリア 4 エリアミーティングエクスカーション（宝塚歌劇団観劇）、3/25（日）エリア 4 エリ
アミーティング（ホテル日航姫路）開催 ◇3/26（月）あいめっせ登録団体連絡会出席 

高松Ⅱ  （10名） 
◇2/8高松ゾンタクラブチャリティーバザー参加 ◇2/19例会 ◇3/18ローズデーとして ワンストップ支援
センター及びゾンタクラブの啓蒙活動を高松ゾンタクラブ様中心に高松大学ゴールデン G クラブとともに
参加 ◇3/18 例会 

福岡 （32 名） 
◇役員会…2/7（水）19：00～山田屋ビル 5F 3/7（水）19：00～山田屋ビル 5F ◇例会…2/9（月）18：30～グ
ランドハイアット福岡 3/19（月）18：30～グランドハイアット福岡 ◇ローズデー・３/３０（金）１３：３０～『リトル
マーメイド』キャナルシティ劇場 

【エリア4会員数 13クラブ 264名】 4/1現在 
 
 

イベント案内  

高 松 ✿5/11総会基調講演 国際エンゼル協会 代表理事 東村眞理子様（大阪Ⅰゾンタクラブ会員） 

沖 縄 
✿沖縄ゾンタクラブ ゾンタ会員ミニバザー開催 8/18（土）PM13:00～ ANA クラウンプラザ
ホテル沖縄ハーバービュー ✿沖縄ゾンタクラブ ゾンタバザー開催 9/8（土）PM4:30～：特
別養護老人ホーム大名『大名まつり会場内』 

フェニックス
神 戸 

✿8/17（金）真夏のロビーコンサート黄色いピアノの演奏を楽しむ 県立総合リハビリテーショ
ンセンター中央病院ロビーでの演奏会（無料）  

安 芸 
コ ス モ ス 

✿4 月例会 卓話講師 佐々木浩子 （パールハウス店主 真珠販売と制作の店）演題「「真
珠と共に歩んだ人生・真珠の楽しみ方」 

福 岡 ✿6/10（日）ラブアースマリゾン海岸清掃活動  

   

例会カレンダー 

 4月 5月 

徳 島 16 日 18：30 阿波観光ホテル 21日18：30 阿波観光ホテル 

鳴 門 17日18：30 ホテルアド・イン 17日（総会）18：30 ホテルアド・イン 

岡 山 18日12：30ＡＮＡクランプラザホテル岡山 16 日 12：30ＡＮＡクランプラザホテル岡山 

神 戸 19日（木）18：00 神戸ポートピアホテル 17日（木）18：00神戸ポートピアホテル（定期総会） 

高 松 11日 12：00 JR ホテルクレメント高松シエロ 21階 11日11：00 JRホテルクレメント高松シエロ21階 

沖 縄 21日（土）11:30ANA クラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー 19日（土）11:30ANAクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー 

北 九 州 16 日（月）18：00 リーガロイヤルホテル小倉 4F 21日（月）19：00 リーガロイヤルホテル小倉 4F 
フェニックス神戸 10 日（火）18：00 兵庫国際交流会館 8 日（火）18：00 兵庫国際交流会館予定 

安芸コスモス 24 日（火）19：00 リーガロイヤルホテル広島 22日（火）19:00リーガロイヤルホテル広島 

姫 路 20 日 11:00 懐石宿 潮里 18日13:00 ホテル日航姫路 

ＳＥＮ姫路 18日18:30 ホテル日航姫路 16日18:30 ホテル日航姫路 

高 松 Ⅱ 11日 12：30 オークラホテル丸亀 11日12：30オークラホテル丸亀（例会・総会） 

福 岡 23日（月）18:30 グランドハイアット福岡 21日（月）18:30 グランドハイアット福岡  


