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会員増強と新クラブ設立
女性の権利を擁護するリーダー的組織であり続ける
各地域にあった奉仕／アドボカシー活動を展開する
女性と女児への暴力撲滅
横浜 Convention の広報と協力

国際ゾンタ 26 地区 地区大会（高松） 10/19～10/21 エクスカーション 10/22

いよいよ地区大会が目前です。昔は何気なく参加していた地
区大会ですが、この度はずっしり重いと感じています。まず一
つ目は、ＡＤのお役が半分以上終わって、次のＡＤに引き継ぐ
準備に入るべき時期に入ったということ。二つ目は、地区大会
は世界大会のミニ版であるということ。従って横浜大会が秒読
みに入ったこの時点では、非常に重要な緊張あふれる大会であ
るという事です。
私はＡＤに就任して以来、地区とエリアの発展だけを祈念して過
ごしてきたつもりでしたが、半分過ぎて反省ばかりが心に突き刺さ
ります。 エリア４の皆様が如何に温かいまなざしで見てくださっ
たかが解り、ＡＤとして本当に不出来な自分を恥ずかしく思います。
写真は皆様がエクスカーションで行かれるであろう大歩危小歩危
の深い水です。大変清らかで美しい深い深い渓谷の水。長大な吉野
川の源流です。ゾンタの先人達が積み重ねてきた歴史のようにも感じられます。この歴史を私
達は１００年後に伝えて行こうとしています。歴史的な大きな区切りの時期に巡り合った私達
です。地区大会を成功に導きましょう！そして私たちの威信をかけて横浜の世界大会に臨みま
しょう！
≪AD の活動報告≫
9/13 神戸ＺＣﾁｬｰﾀｰ会員小菅会員告別式参列
9/19 大津ＺＣチャリティーディナーショー参加
エリア 4 エリアディレクター 井野 節子

表 彰
姫路 川口照子会員 兵庫県より「のじぎく賞」を受賞。長年に亘り、校区の婦
人会長として老人会の企画運営に携わられ、一人暮らし高齢者へのふれあい
食事・見守り訪問などボランティア活動に貢献されたことにより表彰。クラブで
も祝福しました。

新入会員・退会者の報告
【 新 会 員 】 岡山 藤原由香様
【 復 帰 】 北九州 成重貴子様（9/1）
【 退 会 】 神戸 小菅裕子様（9/10逝去）

ＳＥＮ姫路 釜田福子様（9/12逝去）
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クラブトッピクス（8 月～9 月）
徳島
★8/29 徳島文理大
学人形浄瑠璃部に
活動費として寄付贈
呈。同校は県南部の
赤松地区の百年途
絶えていた人形浄
瑠璃を昨年復活さ
せ ました 。 徳島 クラ
ブからの贈呈したことは地元紙に掲載された。
岡山
★8/23（水）医療事業（献血）
例会（お月見）

★9/20（水）移動

沖縄
★ 沖 縄 ゾンタ クラブ
ゾ ン タ バ ザ ー 9/9
（ 土 ） PM5:00 ～ 場 所 ：
特別養護老人ホーム
大名 『大名まつり会
場内』参加者：300 名

フェニックス神戸
★9/12（火）例会終了後、１８時より性暴力被害者支
援センター・ひょうごの事務局長 福岡ともみ氏に
よる講演と勉強会を開催。テーマは「現場からの発
信」としてセンター創
設３年間の活動実績
と支援の実態につい
て学んだ。 当日は神
戸、姫路、高松の各ゾ
ンタクラブより２名ず
つの 参加を得て 、充
実した、活気のある時
間となった。

姫路
★8/22（火）ＤＶシェルター姫路婦人寮へ、施設の
要望に応え、会員が持ち寄ったバッグ、靴などを
寄贈。訪問させて頂いた時、10 周年記念事業の寄
付金で購入された
大きな冷蔵庫の側
面に「姫路ゾンタク
ラブ寄贈」と記して
下さっているのを見
て、お役に立ってい
ると感動しました。
ＳＥＮ姫路
★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した。出演：8/5
（土）ブラックガム（男性ア・カペラコーラス）、8/26
（土）池内里花氏（マリ
ンバ）、岸元大周氏（ピ
アノ）
★ＳＥＮ姫路ゾンタクラ
ブが毎年協賛してい
る姫路市民合唱団サ
マージョイントコンサ
ート（同合唱団と市内
の中・高校生らが共
演）が開催された。

高松Ⅱ
★8/11、7 月に開催した読み聞かせ
の活動レポート発行
福岡
★8/16 ゲイツにて、チャリティーディナーショー
2017 にご出演頂く『レ・フレール』の弟・斉藤圭土さ
んのコンサートがありました。

クラブ活動報告（8 月～9 月）
徳島 （16名）
◇8/7 理事会 ◇8/21 例会 ◇8/23 徳島県女性協議会理事会 1 名出席 ◇9/2 第 36 回高齢社会をよくする
女性の会全国大会 in とくしまに 3 名出席 ◇9/4 理事会 ◇9/25 第 35 回鳴門・徳島ゾンタクラブ合同例会
鳴門 （31名）
◇8/2（金）四国大学理事長を表敬訪問（4 名） ◇8/8（木）８月理事会 ◇8/17（土）８月例会（地区大会審議事項・鳴
門ゾンタクラブ創立４０周年記念事業に関する協議等） ◇8/23（水）「徳島県女性協議会第３回理事会」に会長出席
◇8/23（水）「第 15 回子どもの町フェスティバル運営委員会」に担当委員長出席 ◇9/2（土）「第 36 回高齢社会をよ
くする女性の会全国大会 in とくしま」に１名参加 ◇9/3（日）「第 36 回高齢社会をよくする女性の会全国大会 in と
くしま」に２名参加 ◇9/8（金）９月理事会 ◇9/15（金）児童画展作品仕分け作業 ◇9/22（金）「子どものまちフェ
スティバル」のイベント準備 ◇9/24（日）児童画展の審査 ◇9/25（月）徳島 ZC との合同例会（阿波観光ホテル）
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岡山 （19名）
◇理事会 8/1（火）9/5（火） ◇例会 8/23（水）9/20（水）
神戸 （9名）
◇8/24 納涼お食事会 ◇9/7 エリアミーティング議事録発送 ◇9/12 フェニックス神戸ゾンタクラブの講
話に出席（2 名） ◇9/21 例会
高松 （41名）
◇8/10 例会（髙松大学ゴールデンＧクラブも出席） 卓話：徳武産業
（介護シューズ）会長、十河孝男様 講演「感動のオンリーワン企業を
目指して」（写真） ◇8/25 理事会 ◇9/11 例会 ◇9/11 ローズデー
事業について県と打ち合わせ、2 名 ◇9/12 フェニックス神戸卓話に
参加 2 名 ◇9/29 理事会、地区大会の準備物作成
沖縄 （12名）
◇8/19(土)沖縄ゾンタクラブ「役員会」・「定例会」AM11:00～ 場所：ANA クラウンプラザホテル沖縄ハーバ
ービュー ◇9/7(木)ゾンタバザー開催準備 ◇9/8(金)沖縄ゾンタクラブ「ミーティング」 ◇9/9(土)
沖縄ゾンタクラブ「ゾンタバザー」場所：特別養護老人ホーム大名
北九州 （27名）
◇8/5 第 3 回 役員会 ◇8/21 第 3 回定例会 ◇8/23 第 5 回勉強会(三隅塾) ◇9/2 第 4 回役員会
◇9/19 第 4 回定例会 ◇9/19 大津ゾンタクラブチャリティコンサート 木下副ガバナー参加 ◇9/20 第
6 回勉強会(三隅塾) ◇9/25 朝倉地区災害見舞送金「朝倉災害母子支援センターきずな」
フェニックス神戸 （10名）
◇8/１８（金）１3：30「真夏のロビーコンサート」総合リハビリテーションセンター
ロビーにて黄色いピアノの演奏会開催 ◇9/9（土）13：00 茶道指導奉仕 モ
ロッコ、ウズベキスタンなど多勢の留学生に茶道けいこ 国際交流会館にて
（写真） ◇9/12(火)18：00 例会・卓話 性暴力被害者支援センター・ひょう
ご事務局長 卓話「性暴力とは？支援とは？ ～現場からの発信～」 ◇
9/23（土）13：00 コーラスと日本料理を楽しむ（てんぷら、そば、そうめん）兵
庫国際交流会館にて
安芸コスモス （17名）
◇8/4（金）例会 10 周年「平和への祈りコンサー
ト」安佐南文化センターにて 13 名参加 ◇8/5
（土）～8/13（日）せこへい美術館・Peace Art
Project in ひろしま 平和と美術と音楽のコラ
ボ 主催 実行委員会 於：旧日本銀行広島支
店 会員も多数展示や準備に参加(写真) ◇
8/8（火）役員会 ◇9/12(火)役員会 ◇9/16（土）講演会「広島から世界へ発信プロジェクト」講師：智子リッ
プ氏 広島県男女共同参画をすすめる会主催 参加:3 名 ◇9/26（火）例会 オークションと卓話「こぼ
ればなしアラカルト」講師：桑原しおり氏 フリーアナウンサー
姫路 （19名）
◇8/18（金）理事会、例会 ◇8/19（土）ひめじの男女共同参画をすすめる会出席 ◇8/22（火）姫路婦人
寮に支援品を届けた ◇9/9（土）ひめじの男女共同参画をすすめる会出席「姫路市男女共同参画推進条例
を私たちのものにするために 活動記録」の冊子が出来上がり、配布 ◇9/11（月）理事会 ◇9/12 フェニ
ックス神戸ゾンタクラブの卓話例会に出席 ◇9/15（金）例会 瀬𦚰会員の入会式 「短歌を楽しむ」と題
し、会員が日常生活のひとコマを切り取って詠んだ短歌を田岡弘子先生の指導でブラッシュアップ
◇9/20（水）あいめっせ登録団体連絡会議出席
ＳＥＮ姫路 （23名）
◇8 月 姫路市民合唱団サマージョイントコンサート協賛 ◇8/17（木）理事会 ◇8/23（水）例会 ◇8/5
（土）兵庫県立歴史博物館ロビーコンサート協力 ◇8/26（土）兵庫県立歴史博物館ロビーコンサート協力
◇9/13（水）理事会 ◇9/20（水）例会 姫路市連合ＰＴＡ協議会事務局出席、ＳＥＮ姫路ゾンタクラブが支
援する教育講演会の開催案内 ◇9/20（水）あいめっせ登録団体連絡会出席
高松Ⅱ （10名）
◇8/9 例会 １１月開催移動例会について打ち合わせ等 ◇9/11 例会 地区大会審議事項について採決
のための審議、国際ゾンタへの寄付についての審議等
福岡 （31 名）
◇役員会・・・8/7(月)19：30～山田屋ビル 5 階 9/6(水)19：30～山田屋ビル 5 階 ◇例会・・・・8/21(月)18：30
～グランドハイアット福岡 9/25(月)18：30～グランドハイアット福岡⇒19：00～『チャリティーディナーショー
2017』試食会

【エリア4会員数 13クラブ 265名】 10/1現在
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イベント案内
島 ✿12/18 インターナショナルナイト 徳島在住留学生と歓談(阿波観光ホテル)
✿11/4 （土）10:00 から、鳴門市立図書館に本を贈るためのバザーを他団体と共に行います。
鳴
門 併せて 38 回鳴門ゾンタクラブ児童画展も開催しています。（於：鳴門市立図書館）とても賑わ
います。近隣クラブの皆様も､ご都合がつくようでしたらお運びくださいませ。
岡
山 ✿12/10（日）チャリティーバザー（天満屋） ✿1/17（水）新年会
✿11/16（木）ミニセミナー「糖質制限って大丈夫？野菜から食べるのは体にいいの？（仮）」
神
戸 ✿12/21（木）助産師 湯舟貞子会員の卓話（いずれも、ご希望の方があれば是非お話を聞きに
いらしてください。）
✿10/14・15 髙松大学ゴールデンＺクラブが学園祭でチャリティーバザーを開催。（寄付支援
先はエンゼル協会を通してバングラディシュの学校へ）髙松ゾンタクラブは物品提供等で協力
高
松
✿10/19～21 第 14 回地区大会（参加申込み 305 名＋ソニア会長をはじめ国際役員 4 名ご出
席） ✿10/22 エクスカーション「四国まんなか千年ものがたり」乗車
✿沖縄ゾンタクラブ第 22 回チャリティービンゴパーティー開催 日時：2018/1/19（金）PM7:00
沖
縄
～ 場所：ANA クラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー
✿１１/20（月）18:00 開場 ハートフル・パーテイ 2017 加藤登紀子トーク＆ライブ 出演者
北 九 州
加藤登紀子 場所 リーガロイヤルホテル小倉
✿１０/１３（金）留学生「ウエルカムパーテイ」 兵庫国際交流会館にて ✿１１/４(土)第 20 回
フェニックス チャリテイバザー 神戸倶楽部にて（旧神戸外国倶楽部） 恒例、昼のコンサートはホルン演
神
戸 奏者の出演を予定。体験コーナーにはレース編みやリラクゼーション体験を企画。神戸ゾンタ
クラブからの出店も
安
芸 ✿12/4 (月) 第１４回チャリティディナーコンサート 川口兄弟ピアノデュオの世界を存分にお
楽しみください 場所：リーガロイヤルホテル広島 4 階 開場時間：18 時
コスモス
公式サイト kawaguchi-kyoudai.com/
✿11/9（木）チャイルド・ケモ・ハウス（小児がん専門治療施設）支援のための「第 5 回チャリティ
ーゴルフコンペ」 場所：青山ゴルフクラブ どうぞ奮ってご参加ください！ ✿11/17（金）
Zonta Says No 月間 デートＤＶ防止パンフレットを中学校、高校に配布 姫路駅前でも街頭配
姫
路 布 ✿11/19（日）男女共同参画推進センター「あいめっせフェスティバル」場所：イーグレひめ
じ あいめっせホールのブースでアクリルたわしの編み方指導、出来上がりは無料配布。日頃
より姫路ＺＣが支援している子連れママバンド comodo 姫がステージ出演 ✿2/16（金）ローズ
デーチャリティーバザー開催 場所：イーグレひめじ
✿11/16（木）10：00～15：00 第 5 回チャリティーバザー 場所：ホテル日航姫路/光琳の間 入
Ｓ Ｅ Ｎ 姫 路 場料 300 円 ◇11/19（日）10：00～15：00 あいめっせフェスティバル/あいめっせ保健室 医
師・看護師・栄養士等による健康相談、体成分測定 場所：イーグレひめじ 無料
✿10/29 17：00～チャリティーディナーショー2017 ゲスト；レ・フレール 場所；グランドハイア
福
岡
ット福岡
徳

例会カレンダー
10月

徳
鳴

島 16 日 18：30 阿波観光ホテル
門 17日18：30 ホテルアド・イン鳴門

岡

山

神

25日（水）12：30 ＡＮＡクランプラ
ザホテル岡山 花葉
戸 26日（木）18：00JR芦屋駅前プリエ

高

松 11日12：00JRホテルクレメント高松

沖

縄

北 九 州
フェニックス
神
戸
安
芸
コスモス
姫
路
ＳＥＮ姫路
高 松 Ⅱ
福
岡

21 日（土）11:30 ANA クラウンプラ
ザホテル沖縄ハーバービュー
16 日（月）18：30 リーガロイヤル
ホテル小倉
10 日（火）18：00 兵庫国際交流会
館
24 日（火） 19：00 リーガロイヤル
ホテル広島
27 日（金）13:00 ホテル日航姫路
11日18:30 ホテル日航姫路
10日19：00 オークラホテル丸亀
16日（月）18:30グランドハイアット福岡

11月
20日18：30 阿波観光ホテル
17 日（未定） 移動例会（未定）
15日（水）12：30ＡＮＡクランプラザ
ホテル岡山 花葉
16 日（木）18：00 神戸ポートピアホテル
13日12：00丸亀 中津万象園懐風
亭（髙松ⅡＺＣと合流）
18 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（火）ハートフル・パーテイ
2017 リーガロイヤルホテル小倉
14 日（火）18：00 ĀǸĀ クラウンプラ
ザホテル神戸（予定）
28 日（火） 19:00 リーガロイヤル
ホテル広島
17 日（金）13:00 ホテル日航姫路
15日18:30 ホテル日航姫路
13日12:00 移動例会 中津万象園
20日（月）18:30グランドハイアット福岡
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12月
18日18：00 阿波観光ホテル
17日18：30 ホテルアド・イン鳴門
21 日 18：30 ＡＮＡクランプラザホ
テル岡山 宙 （クリスマス例会）
21 日（木）18：00 神戸ポートピアホテル
11日18：00JRホテルクレメント高松
16日（土）11:30 ANAクラウンプラ
ザホテル沖縄ハーバービュー
18 日（月）19:00 リーガロイヤルホ
テル小倉
12日（火）18：00兵庫国際交流会館
（予定）
4日(月) 18:00 リーガロイヤルホ
テル広島
15日（金）13:00 ホテル日航姫路
20日18:30 ホテル日航姫路
11日19：00 オークラホテル丸亀
18日（水）未定 未定

