No.1

2016年8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

ごあいさつ
皆様 こんにちは。ニースの国際大会が終わった１週間後に凄惨なテロがありました。多くの
方が亡くなったことに深い悲しみを覚えるとともに、日本のゾンシャン全員が無事に帰国され
たと聞き、しずかに胸をなで下ろした次第です。
そして、この度の国際大会が終わり、エリア４エリアディレクターに就任致しました井野節子
です。SEN 姫路クラブ所属。ゾンタ暦は１０年目の新米です。私はゾンタの理念が好きでゾン
タに入りました。そしてゾンタの賢い奉仕の仕方に敬服しております。やっとアドボカシーの意
味と必要性が解り始めてきました。
根は楽天家で早とちりのおっちょこちょいで、エリアディレクターという大役
が務まるのか大変不安な気持ちでおります。抜けていたら、どうぞご指摘くだ
さいますようにお願い申し上げます。
今後、皆様のクラブに訪問させていただいて、エリア４の地域性と文化など
を大切にしながら、地区ガバナーや地区理事会との橋渡し役をさせていただ
きたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。
エリア 4 エリアディレクター 井野 節子

エリア４クラブイベント（6 月～7 月）
フェニックス神戸ゾンタクラブ
★設 立（ 1997年9月 ） 20周年関 連事業と して
2014度の日本赤十字社兵庫支部災害救援車
寄贈協力に続き、2015年度6月18日には神戸
市後援、賀川記念館共催による北出明氏の「杉
原千畝を陰で支えた日本人」の副題で後援会
実施。２時間が短く感じられたとの参加者の講評をいただく。160名余の参加者があった。
安芸コスモスゾンタクラブ
★第１８回「ヒロシマ平和のともしびのつどい」毎年７月３１日の夕暮れからろうそくを灯し市民と共に原爆や核被
害によって死没された人々の鎮魂と核廃絶を願い世界へアピールするものです カザフスタン被曝者への鎮魂
歌「ザマナイ」の歌が流れる中 ともしびと共に歩みます
姫路ゾンタクラブ
★10周年記念講師派遣事業「夢を持てば人は輝く」～夢は必ず叶う 講師：大嶋啓介氏
姫路市立書写中学校・兵庫県立
飾磨工業高等学校
★出前奉仕～子供たちと日本文
化を楽しむ～ ルーテルアフター
スクール 2016年7月25日(月)
ＳＥＮ姫路ゾンタクラブ
★6/23（木） 内閣府「平成28年度男女共同参画週間」の一環事業として、姫路市
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2016年6月17日(金)

役所を訪問し、市長へ「姫路市の防災計画に関する要望書」を提出。
★6/25（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：深江亮
太（フルート）、渡辺悠也（ギター）
★7/22（金）例会にて姫路市連合ＰＴＡと高砂市連合ＰＴＡに子育て協賛金贈呈。

クラブ活動報告（6 月～7 月）
徳島ゾンタクラブ （１３名）
◇6/6理事会◇6/9徳島女性保護協議会総会出席・6/13徳島女性保護協議会理事会出席 ◇フェニックス神
戸ゾンタクラブ設立20周年記念講演会出席 ◇6/25県女性協議会主催シネマ会に当番で参加 ◇6/27 例
会・7/4理事会、7/5徳島児童ホームへ寄付金贈呈 ◇7/18例会 国際大会準備金送金
鳴門ゾンタクラブ （３２名）
◇6/8 四国大学を表敬訪問(理事長、学長、アドバイザー、当クラブより６名)ＧＺクラブの現況今後の課題につ
いて懇談 24名でスタートした会員数が74名に増加している ◇6/17例会：新会員平野由美子氏の入会式。
バイローズ改正案、国際役員選挙について討議 ◇6/20熊本及び近県地震災害見舞金を寄付 ◇7/17例会
*第25回鳴門ゾンタクラブ留学生奨学金授与式挙行 徐 慧偉さん(ｼﾞｮ ｹｲ ｲ)さん鳴門教育大学大学大学院
修士課程2年次 中国伝統楽器の特性と普及に関する研究：鳴門ゾンタクラブ設立40周年記念式典(2018年2
月予定)の挙行に向けて準備開始
岡山ゾンタクラブ （２２名）
◇6/7理事会 6月例会の打ち合わせ ◇6/15例会 エリアミーティング報告及び反省会 ◇6/30～7/9第63
階国際大会（ニース）に3名参加 ◇7/12 理事会 7月例会の打ち合わせ 7/20例会 薹63回国際大会（ニ
ース）報告 内容説明 講師 三宅定子11/4 8月例会の献血の件 岡山県赤十字血液センターの方が来ら
れて説明がありました。
神戸ゾンタクラブ （１２名）
◇6/10理事会 16日例会開催家庭養護促進協会、兵庫県盲導犬協会、西宮市あおば福祉会、ひょうごの風
紀環境をよくする会、かにた後援会、熊本震災、フィリピン小学生就学、各支援を行う ◇7/12 理事会及び例
会開催、国際コンベンションプロキシー姫路ZC様よりご報告をしていただいた。奉仕活動について意見交換。
9月開催予定の、神戸ゾンタハッピーバザールの準備。国際ゾンタへ寄付金を送る
高松ゾンタクラブ （４０名）
◇6/10例会 各委員会の委員長・副委員長を決定。平成27年度決算報告及び28年度予算案（一般会計・奉
仕会計） ◇6/24理事会 7月例会の議事内容を審議 ◇7/2～6ニース国際大会に5名出席 ◇7/8高松大学
ゴールデンＺクラブの定例会に8名出席 ◇7/11例会 ローズデー記念事業として3月25日（土）にお茶会開催
決定。卓話講師（株）ファミーリエ徳倉康之氏（ファザーリング・ジャパンの活動と日本の父親支援について）
◇6/8理事会、拡大委員会 8月例会の議事内容を審議
沖縄ゾンタクラブ （１６名）
◇6/8 2015年6月1日～2016年5月31日（会計監査） ◇6/18役員会・定例会 ◇7/3会員所属の「女性コーラ
スあじさい30周年記念ｺﾝｻｰﾄ」 ◇7/16役員会・定例会
北九州ゾンタクラブ （２７名）
◇6/4第１回役員会 ◇総会・第１回定例会 ◇7/2第2回役員会 ◇7/2～6 第63回ゾンタ国際大会3名参加
◇7/19 第2回定例会 ◇7/23 国連ウイメン日本協会北九州講演会参加 男女平等と女性のエンパワーメン
トをめざして～「私」でいこう！～講師:谷口真由美氏（全日本おばちゃん党代表代行、大阪国際大学准教授）
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フェニックス神戸ゾンタクラブ （１１名）
◇6/14 第19期総会・6月例会 ◇6/18 設立20周年関連事業講演会・賀川記念館「命のビザ、遥かなる旅
路」その後 北出明氏講演 ・熊本地震支援チャリティー募金実施 ◇6/26コーラスと国際料理（お弁当を楽し
む） ◇7/11茶道指導奉仕（七夕ゆかた会） ◇7/12例会 ◇7/23コーラスと国際料理（ドイツ料理の試食会）
安芸コスモスゾンタクラブ （１７名）
◇6/11 WE NET ２０１６年度総会 ◇6/14役員会チャリティーコンサート検討・年間行事の検討 ◇6/18ワン
ストップセンター勉強会 ◇6/28 6月例会 総会新年度予算決算 活動報告 新役員紹介 ◇7/12役員会チ
ャリティーコンサートの交渉 チラシ等 卓話検討 ◇7/25ヒロセミ講座「低線量ヒバクと福島の検診報告」
◇7/26 ７月例会 「2016・ゾンタ世界大会ニース参加報告」小畠 ◇7/25 「被爆電車に乗ろう」親子と共に
◇7/31「ヒロシマ平和の灯のつどい」平和公園にて ◇7/31せこへい美術展
姫路ゾンタクラブ （２１名）
◇6/9 9期会計決算打ち合わせ ◇6/13 6月理事会 ◇6/17 10周年記念事業｢講師派遣｣ ◇6/17 6月
例会 役員任命式、新会員入会式（３名）オリエンテーションを兼ねてゾンタについて勉強、お抹茶提供 ◇
6/18 フェニックス神戸ZC20周年記念講演会出席 ◇6/22 あいめっせ登録団体連絡会出席 ◇6/25 ひめ
じの男女共同参画をすすめる会出席 ◇6/29～7/8 ゾンタ世界大会参加（ニース） ◇７/11 7月理事会 ◇
７/15 7月例会 新会員入会式（１名） 七夕飾り、和菓子作り（西澤会員指導） ◇７/21 神戸ZC 例会出席
～世界大会報告～ ◇7/21 あいめっせ登録団体連絡会出席 ◇7/25 出前奉仕～子供さん達と日本文化
を楽しむ～ルーテルアフタースクール ◇7/26 第5回東北支援チャリティバザー場所：イーグレひめじ4階
ＳＥＮ姫路ゾンタクラブ （２６名）
◇6/15（水）理事会 例会 新会員オリエンテーション・入会式 ◇6/18（土）フェニックス神戸ゾンタクラブ創立
20周年記念講演会出席 ◇6/23（木）あいめっせ登録団体連絡会出席 ◇6/23（木）内閣府「平成28年度男
女共同参画週間」の一環事業として、姫路市へ「姫路市の防災計画に関する要望書」提出 ◇6/25（土）兵庫
県立歴史博物館ロビーコンサート協力 ◇7/1（金）～6（水）国際ゾンタ国際大会（フランス/ニース）出席 ◇
7/21（木）あいめっせ登録団体連絡会出席 ◇7/22（金）理事会 例会
高松Ⅱゾンタクラブ （１０名）
◇6月 今年度の委員会の担当、年間行事の担当を決めました。７月 6月に決めた年間行事のボランティア
活動についての内容を協議しました。児童養護施設『亀山学園』で初めて活動することになり、７月中に打ち
合わせに行って開催日時、内容について相談することになりました。打ち合わせの結果、8月1日に亀山学園
にて紙芝居とビンゴゲームをすることになりました。
福岡ゾンタクラブ

（２７名）

◇6/1 役員会 山田屋5Ｆ 18；30 チャリティーディナーショー広報、チラシ・チケット作りについて ◇6/20
例会 グランドハイアット福岡 チャリティーディナーショーについて その後チャリティーディナーショーの試食
会 ◇7/13 役員会 山田屋5Ｆ 18：30チャリティーディナーショーについて

◇7/25 例会 西鉄グランドホ

テル 18：30 会長、国際大会報告 予算、決算、監査報告 チャリティーディナーショーについて

イベント案内並びにクラブトピック
徳島ゾンタクラブ
✿9月17日

鳴門ゾンタクラブと合同例会開催(鳴門於いて)

✿10月

野外例会 例会場所を替えて親睦をはかる

岡山ゾンタクラブ
✿11月28日 チャリティーバザー（岡山高島屋）開催
神戸ゾンタクラブ
✿9月25日（日）10：30〜15：00

第24回神戸ゾンタハッピーバザール開催予定 於：ラ・モール芦屋１Fアトリウム

高松ゾンタクラブ
✿真鍋洋子さんが26地区ガバナーに就任。
✿石川千晶さんが日本公認会計士四国会の新会長に就任。全国で初めての女性会長就任で任期は３年。
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沖縄ゾンタクラブ
✿〔沖縄ゾンタクラブ 会員間ミニバザー〕開催 日時：2016年8月20日（土）PM2:00～
場所：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 日時：2016年9月10日（土）PM4:30～
場所：特別養護老人ホーム大名 『大名まつり会場内』
北九州ゾンタクラブ
✿チャリティー ﾊｰﾄﾌﾙﾊﾟ―ティ2016 開催 日時
会場 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ小倉 出演者

１１月３０日（水）１８時より

秦 万里子さん（ワタナベエンパワーメント所属）

フェニックス神戸ゾンタクラブ
✿2016/8/19 真夏のロビーコンサート 兵庫県総合リハビリテーションセンターロビーにて
出演 ＫＳⅭ軽音楽部 ヤングシルバー（10人の軽音楽編成）
✿9/13

フェニックス育英奨学金後期授与式

✿11/19（土）第１９回「チャリティバザー」神戸外国倶楽部にて
✿10月 留学生会館「welcomeパーティー」11月文化祭・兵庫県養護連絡協議会文化祭
安芸コスモスゾンタクラブ
✿12月5日

クリスマスチャリティコンサート開催予定

姫路ゾンタクラブ
✿9月15日（木）チャイルド・ケモ・ハウス支援の為のチャリテイーゴルフコンペ（第４回）
青山ゴルフクラブどうぞご参加ください！
✿10/16日（日）11：00 姫路ZC10周年記念式典・祝賀会

ホテル日航姫路

皆様のお越しをお待ちしています。
ＳＥＮ姫路ゾンタクラブ
✿11/13（日）あいめっせフェステイバルにて健康相談室 イーグレ姫路
✿11/16（水）10：00～ 第4回チャリティーバザー ホテル日航姫路
福岡ゾンタクラブ
✿9月24日 中西圭三＆田中菜緒子 チャリティーディナーショー（グランドハイアットにて）
現在、準備中です。
◎新しい年度が始まり、はじめて新会員の皆さんとチャリティーディナーショーに向けて協力しあい話し合いを
重ねています。一つ一つの行事が皆さんとの絆を深めて行くような気がいたします。ディナーショーのチケット
販売も順調のようです。楽しみに頑張って行きたいと思います。

新入会員・退会者の報告
【新会員】 ようこそ！ゾンタクラブへ
徳島ゾンタクラブ
梯 記子(かけはしのりこ)様 〒770-0036徳島市单佐古六番町1-8 TEL088-653-1888 FAX 088-653-2118
携帯090-4336-8699 アドレス a.no.ri.122@gmdil.com 不動産業 中央不動産(株)
沖縄ゾンタクラブ 6月1日
金城 悦子様 沖縄県那覇市天久2-4-1 TEL･FAX 098-862-2772 携帯090-8290-1903 医療法人事務長
大西 薫様 沖縄県那覇市首里末吉町3-93-1 TEL･FAX098-882-2567 携帯090-9780-2017 沖縄県馬術
連盟 副会長・事務局長
【復帰会員】
北九州ゾンタクラブ 6月1日
東 愛子様 福岡県北九州市小倉北区米町1-2-10 会社経営者 TEL093-582-0115 携帯090-7455-6467
【退会会員】
ＳＥＮ姫路ゾンタクラブ
岡田 昭代様
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