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今年が皆様にとって より輝かしい年になりますように！ 

４月のエリアミーティングのご案内を送ったと思います。新人さん

はもちろんの事、ベテランさんも是非ご参加ください。ゾンタのア

ドボカシーについて勉強できる良い機会です。また、横浜大会の詳

細な説明があります。ゾンタのトレーニングセミナーです。他のエ

リアのＡＭ（エリアミーティング）も是非のぞいてみてください！ 

地区理事会の決定事項などは、ガバナー通信をご確認ください。 

ご不明な点は井野までお問い合わせください。 

≪ADの活動報告≫ 12/5安芸コスモスディナーコンサート参加、 12/19徳島ＺＣ例会訪問、 

1/11 高松ＺＣ例会訪問、1/17 鳴門ＺＣ例会訪問、1/28 第３回理事会参加、1/28 地区合同委員長

会議懇親会参加                 エリア 4 エリアディレクター 井野 節子 

 

 

     

   クラブトッピクス（12月～1月）    
 

徳島 
★新入会員の梯記子さんが 1 月
5 日女児御誕生・未来のゾンシャ
ンに拍手です。 
★12/19 12 月例会・インターナショ
ナルナイト 

 

 
鳴門 

★１月 17 日の新年例会では井野
AD をお迎えして例会及びお楽し
み新年パーティーを開催かくし
芸、ビンゴゲームなどのあと 
アメリア・イアハートデイを記念し
て全員で紙飛行機を飛ばしまし
た。今年度奨学生 徐慧偉さんを

振袖姿で招待。専門の中国古箏
の演奏を披露されました。 
 

 
 

岡山 
★12/20（火） クリスマスチャリ
ティーコンサート 大滝善子さん
のシャンソンコンサート 
★1/18（水） 新年会（ＡＫＥＭＩ＆Ｆ
ＵＫＩＫＯ）の
デ ュ オ ユ
ニットでカ
エ ラオ ケ
コンサート 
 

神戸 
★1/9 家庭養護促進協会「新春
初笑い大会」参加 
★1/19 兵庫県中央子ども家庭セ
ンター訪問（エリアミーティング
パネリスト依頼） 
★2/26 ひょうご風紀環境をよく
する会 施設見学研修会参加 
 

高松 
高松大学ゴ
ールデン Z
クラブの皆
様が例会で
ミニクリスマ
スコンサート
を開催。読
み聞かせ、
ハンドベル
等を披露。 
（写真次ペー

ジに続く） 
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沖縄 

★1/20（金）PM7:00～沖縄ゾンタク
ラブ 21 回チャリティービンゴパー
ティー 参加人数 270 名 場所：ANA
クラウンプラザホテル沖縄ハーバ
ービュー 

 

 
フェニックス神戸 

★12/10 兵庫国際交流会館「茶道 
炉開き」 
★1/15 ２０１７年新年懇親パーテイ 
神戸倶楽部（旧神戸外国倶楽部）に
おいて参加者１２１名（真鍋ガバナー、
他クラブからの出席２０名）のランチ
コンサートを開催。雪模様の悪天候
であったが、参加者全員で「世界に
一つの花」など春の歌５曲を歌うな
ど、大いに楽しんだ。 

 
 

安芸コスモス 
★12/5(月)クリスマスチャリティコ
ンサート（寄付金贈呈式・スリーオー
シャンズ演奏） 慌ただしい日常を
忘れ素敵なひと時を過ごしました。
エリア４ディレクター、仙台Ⅰゾンタ
クラブ、姫路ゾンタクラブの皆様参
加ご協力有難うございました。 

 
姫路 

★１/12(木)わんわんじょうけん（子
育て支援事業）に参加。城乾幼稚園
でのとんど、ゲームと園児、就園前
の子供たちと楽しく遊んだ。 

 
園庭で「とんど」 
★１/13(金)預かり保育。いやさか苑
でゴールデンZクラブと一緒に楽し
く児童と過ごした。    

 

GZC と共に有意義であった 
 

ＳＥＮ姫路 
★12/3（土）兵庫県立大学ゴール 
デンＺクラブ
お に ぎ り 食
堂第 1回目開
催、1/15（日）
同、第 2 回目
開催 
★ 12/21 （水）、ホテル日航姫路 
藤の間においてＳＥＮ姫路ゾンタク
ラブのクリスマス会を開催しまし
た。会員の家族、友人・知人、賛助
会員等40数名が参加、ミニコンサ 
ート、ビンゴ
ゲーム、プレ
ゼント交換を
行い、楽しい
ひと時を過 
ごしました。 
★12/24（土）・1/7（土）兵庫県立歴
史博物館ロビーコンサート協賛 

  
 

福岡 
★12/1(木) ライオ 
ンズクラブ那の香 
ディナーショー  
430 名の盛会で出 
席者を飽きさせな 
いバラエティーに 
富んだ内容でした。有志数名で出
席しましたが、ショー運営などと
ても勉強になりました。 
★12/5(月)高島 
宗一郎 市政報告 
会 ・博多駅前道路 
陥没の復旧作業か 
ら事業誘致まで、 
福岡の為の様々な取組を知るこ
とが出来ました。 ・福岡市の未
来には素晴らしい発展が控えて
いる事がわかる、有意義なお話で
した。若く活力のある高島氏のリ
ーダーシップ力に、福岡市の明る
い未来と期待を感じました。報告
会後のランチ会では、中村が司会
をさせて頂きました。 
★12/6(火)福岡花 
ライオンズクラブ 
ディナーショー 
500 名以上のお 
客様で壮観でした。 
人数も、周知して頂く大切な要因
だと改めて感じます。一年一年の
積み重ねの結果であり、歴史を
感じるステキな会でした。 
★12/11(日) 
福岡県結婚 
応援宣言大 
会 福岡県の 
事業に福岡 
ゾンタが協力させて頂きました。 
★12/24 日(土)福岡ゾンタクラブ 
ホームページ公開 
★1/6(金)福岡県知 
事公舎での新年会  
中村が参加させて 
頂きました。総勢 
200 名程のお客さまです。 
★1/21(土)熊本こども・女性支援ネ
ット活動の会に参加してきました
（中村） 
 
 

 
 

新入会員・退会者の報告 

 
【新会員】 ＳＥＮ姫路 西崎由美子様（2/1） 
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クラブ活動報告（12月～1月） 
 

徳島 （１３名） 
◇12/5 理事会(13：30～15：00) ◇12/19 12 月例会 インターナショナルナイト(18：00～20：00) (4 ヶ国)5 名の
留学生招待・エリア 4 井野ディレクタークラブ訪問 ◇1/5 徳島児童ホーム講演会総会 1 名出席 ◇1/9 理事会
(13：30～14：30) ◇1/16 1 月例会 新年会(18：30～20：30) 福笑でプレゼント交換で楽しみました。 

鳴門 （３２名） 
◇12/8 性暴力被害者支援センター「よりそいの樹とくしま」開設記念講演会“立ち上がる選択”（講師 大藪順子
氏）に 5 名出席 ◇12/17 例会後クラブ内バザー及び輪投げ大会で奉仕資金を得る ◇12/18 鳴門市社会福
祉協議会へ歳末助け合いの寄付 ◇1/07 鳴門市新年交流会に８名出席 ◇1/15フェニックス神戸 ZC新年懇親
パーティーに３名出席 ◇1/17 井野 AD をお迎えして例会及び新年パーティー開催 本年度奨学生 徐慧偉さ
んを招待 ◇1/22 第２３回鳴門市人権セミナーに佐々木会長出席 ◇1/25 四国大学 GZ との交流会を四国大
学で開催 学生４０名クラブ員１０名でグループ分けで懇談 ◇1/28 26 地区アドボカシー、奉仕合同委員会にクラ
ブ奉仕委員長が参加 ◇1/28 徳島県女性協議会主催講演会“女性の活躍できる社会をめざして--私がいま伝
えたいこと”（講師 国谷裕子氏）に６名出席  

岡山 （２２名） 
◇理事会 12/6（火） 1/10（火） ◇例会 12/20（火）クリスマスチャリティーコンサート  1/18（水）新年会 
神戸 （9名） 
◇1/19（木）、2/16（木）例会 エリアミーティング準備 ◇1/15 フェニックス神戸ゾンタクラブ「新年懇親パーテ
ィ」参加 
高松 （４１名） 
◇12/12 クリスマス例会(高松大学ゴールデン Z クラブ会員３２名参加) ◇1/15 フェニックス神戸クラブ新年懇
親パーティー3 名出席 ◇12/22 理事会 ◇１/11 新年例会(お抹茶で点てだし) エリア４エリアディレクター井
野様クラブ訪問 ◇1/27 理事会 
沖縄 （１６名） 
◇12/ 17(土)沖縄ゾンタクラブ「役員会」・「定例会」AM11:00～ ◇1/18～19（木・金）チャリティービンゴパーティ
ー準備作業 PM12:00～ ◇1/20(金) PM7:00～ 沖縄ゾンタクラブ 21 回チャリティービンゴパーティー〕開催  
場所：ANA クラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー 

北九州 （３０名） 

◇役員会 12/３ 10:30～12:00、1/７ 10:30～12:00 ◇例会 1２/1９ 19:00～21:00 リーガロイヤルホテル小倉 4Ｆ、 
１/１６ 18:30～21:00 福岡ゾンタクラブとの合同例会後新年懇親会 リーガロイヤルホテル小倉 4Ｆ 

フェニックス神戸 （１１名） 

◇12/11 移動例会・忘年会 群愛飯店にて ◇1/10 １月度理事会・例会 兵庫国際交流会館 ◇1/14「茶道 初釜 
指導奉仕」 兵庫国際交流会館 ◇1/28「コーラスとおせち料理」を楽しむ、留学生と共に 兵庫国際交流会館 

安芸コスモス （１７名） 

◇12/5（月）チャリティディナーコンサート開催 ◇12/11（日）元広島市長 平岡敬氏「記憶と継承 原爆ドームを
めぐって」 ◇1/10（火）役員会 チャリティディナーの反省、ローズデイ、横浜大会等々  ◇1/24（火）1 月例会
（新年会）レストラン レ・クロにて ◇1/28(土)アドボカシー・奉仕合同委員会 京都にて 
姫路 （２１名） 

◇１２/３（土）国際交流スプリングフエステイバル打ち合わせ出席 ◇12/５（月）安芸コスモス ZCチャリテイーデイ
ナーショウ出席 2 名 ◇12/１２（月）理事会 ◇12/１６（金）例会 干支酉作り 姫路書写の里美術工芸館 ◇12/１７
（土）姫路男女共同参画をすすめる会出席 ◇1/１２（木）わんわん城乾でとんど、凧作り奉仕活動参加 城乾幼稚
園 ◇1/１３（金）預かり保育で奉仕活動参加、姫路大学 GZC と一緒に いやさか苑 ◇1/１５(日)フエニックス神
戸ZC新年懇親パーテイ出席2名 神戸外国倶楽部 ◇1/１６（月）理事会 ◇1/２０（金）新年例会 祝詞、お祓い、
～ボケる、ボケない音頭～姫路護国神社 ◇1/２７（金）あいめっせ登録団体連絡会議出席 ◇1/２８（土）26地区
アドボカシー奉仕委員会出席 ◇1/２９（日）姫路国際交流スプリングフエステイバル打ち合わせ  

ＳＥＮ姫路 （２７名） 

◇12/14（水）理事会・例会 ◇12/5（月）安芸コスモスＺＣチャリティーディナーショー出席 ◇12/21（水）クリスマ
ス会 ◇1/18（水）理事会・例会・新年祈祷 ◇1/27（金）あいめっせ登録団体連絡会出席 ◇1/28（土）26 地区ア
ドボカシー奉仕合同委員会出席 

高松Ⅱ （１０名） 

◇12/12 例会：ローズデー関連の準備や今期寄付先の決定、アドボカシー推進の広報活動についての相談  
◇1/11 新年会を兼ねた例会を実施、12 月の内容を深める。 

福岡 （２７名） 

◇12/7(水)役員会 ◇12/12(木)例会 忘年・クリスマス会 18 ：30～博多い津み ◇1/11 日(水)役員会    
◇1/16(月)北九州ゾンタクラブとの合同例会 18：30～リーガロイヤルホテル小倉 木下副ガバナー・２６地区会
員委員長の報告、三隅国連委員長の報告などもあり、国際大会やエリアミーティングなどの話にも触れられ、勉
強になりました。じゃんけんゲームも盛り上がりました！！良い年の始まりの会でした。 

【エリア4会員数 13クラブ 276名】 2/1現在 
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イベント案内 

鳴 門 
✿鳴門ゾンタクラブ ローズデー講演会--性犯罪被害とその支援について--日時：２/18（土）13；30
～15；00 場所：鳴門市消防庁舎 3F（鳴門市役所北隣り） 講師：小林美佳氏（「性犯罪被害にあうとい
うこと」著者） 近隣のクラブの皆様のご来場をお待ちいたしています。 

岡 山 
✿ 2/15（水）研修会（ゾンタについての勉強会） ✿3/15（水）ローズデー（岡山県立図書館へ本の
寄贈） ✿4/19（水）総会準備 ✿5/17（水）総会 

高 松 
✿２/９（木）10:00～16:00 第 24 回ゾンタチャリティーバザー高松センタービル 12 階 ✿３/25（土）
9:00～15:30 ローズデー記念茶会 料亭二蝶 

沖 縄 
✿3/18（土）14:00 沖縄ゾンタクラブ ゾンタローズディ開催 場所：ANA クラウンプラザホテル沖
縄ハーバービュー 

北 九 州 
✿3/26 13:30～ローズデイ講演会 ムーブ５Ｆ大セミナールーム 講師:納富昌子氏 「私のある
いてきたみち」 資料代:500 円 

フェニックス神戸 

✿２/１７（金）２月度理事会、例会 ロビーコンサート（武庫川女子大学浜甲カンタービレ出演）13：30～
14：30：県立総合リハビリテーションセンター：無料 ✿３/１4（火）１８：00：ĀǸĀ クラウンプラザホテル神
戸（予定）無料 ３月例会・フｴニックス育英奨学生卒業祝賀式・ローズデイ記念卓話（仮称）「ジェンダ
ーの心理学から見る女性の現代的課題」（講師、テーマ等交渉中、１月末決定） 

安芸コスモス 

✿3/28（火）３月ローズディ ＤＶ被害者の卓話予定 リーガロイヤルホテル広島にて  ✿2/5（日）
ＤＶ防止セミナー：当事者男性が語る「ＤＶの本質」主催ひろしまＷＥＮＥＴ ✿3/5（日）国際女性デー
ひろしま「上映会とトーク」映画「夕凪の街、桜の国」 9:30開場 ①10:10：1回目上映 、②1３:30：2回目
上映 場所：広島平和記念資料館 東館地下１階メモリアルホール  主催：国際女性デーひろしま実行
委員会 共催：広島市   

姫 路 

✿3/５（日）10：00～15：00 姫路国際交流スプリングフエステイバル イーグレ４F 飛び出すカード作
り、お磨茶提供 ✿3/14（火）18：00～ 10 周年記念ローズデーチャリテイーデイナーショウ ホテル
日航姫路 光琳の間 鈴木タカオ（２００１年～２０１１年作曲＆ピアノ＆ボーカルユニット｢BIG BELL｣と
して活動、その後ソロとして活動、メデイアに露出しないスタイルでライブ活動に専念し、各地で行
うコンサートでは数多くの観客動員をするアーテイストとして知られている） 13,000 円 

ＳＥＮ姫路 

✿3/5（日）13:30～14：30 ローズデー講演会「子どもは宝、みんなで育てよう」 講師：弁護士 川崎
志保（ＳＥＮ姫路ゾンタクラブ会員） 姫路市民会館 4 階 第 4 会議室 【無料】 ✿3/29（水）14:00～
16：00 音楽家を目指す若者応援コンサート「第 4 回ステラ・ケ・ブリラ（輝く星）」パルナソスホール
【500 円】 

高 松 Ⅱ 
✿2/25 香川県社会福祉総合センター１Ｆコミュニティホールにて『広がれ、子ども食堂の輪！全国ツ
アーin 香川』が開催されるので、参加して現状の認識を深める。また、今後の香川でのこども食堂の
取り組みの交流を深める。 

福 岡 
✿3/4日(土)ローズデイ記念事業 第一部：福岡市副市長講演「強く、優しく、しなやかに」講師；荒瀬
泰子氏 第二部：朝来桂一ヴァイオリンコンサート（ヴァイオリン；朝来桂一さん・ピアノ；小町美佳さん） 
〈時間〉受付 13：30～ 第一部 14：00～ 第二部 15：15～ 〈場所〉警固神社 神徳殿 〈参加費〉500 円 

 

例会カレンダー 

 4月 5月 6月 
徳 島 17日 18：30阿波観光ホテル新年会 15日18：30 阿波観光ホテル 19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 18：30 ホテルアドイン 17日18：30 ホテルアドイン 

岡 山 
19日（水）12：30 ＡＮＡクランプラザ
ホテル岡山 

17日（水）12：30 ＡＮＡクランプラザ
ホテル岡山 

未定 

神 戸 
20日（木）18：00 神戸ポートピアホ
テル 

18 日（木）18：00 神戸ポートピアホ
テル定期総会 

15日 18：00 神戸ポートピアホテル 

高 松 
11日12：00 ホテルクレメント高松21
シエロ 

11日11 ：00 ホテルクレメント高松 
21シエロ（総会） 

未定 

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

20日（土）11:30ANAクラウンプラザ
ホテル沖縄ハーバービュー 

17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 
17 日（月）19:00 リーガロイヤルホ
テル小倉４Ｆ 

15 日（月）19:00 リーガロイヤルホ
テル小倉 4Ｆ 

19日 19:00 リーガロイヤルホテル
小倉 4Ｆ 

フェニックス神戸 11 日 18：00 兵庫国際交流会館 9 日 18：00 兵庫国際交流会館 
13日18：00ANAクラウンプラザホテ
ル神戸（予定） 

安芸コスモス 
22 日（土）エリアミーティング出席
予定  移動例会を兼ねる 

２3 日（火）19:00 リーガロイヤルホ
テル広島 

２7日（火）19:00リーガロイヤルホ
テル広島 

姫 路 8 日（土）12：00 男山天満宮 19 日（金）13：00 ホテル日航姫路 16日（金）ホテル日航姫路 

ＳＥＮ姫路 19日18:30ホテル日航姫路 17日18:30ホテル日航姫路（総会） 21日18:30ホテル日航姫路 

高 松 Ⅱ 11日19：00オークラホテル丸亀 11日12：30オークラホテル丸亀 12日19：00オークラホテル丸亀 

福 岡 
17日（月）18：30 グランドハイアット
福岡 

15日（月）18：30 グランドハイアット
福岡 

19日（月）18：30 グランドハイアット
福岡   


