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 紅葉も終盤。クリスマスの季節になりました。11 月はＳＡＹ ＮＯ！月間。皆様方奉仕
活動にご多忙な日々をお過ごしになられたことと思います。地区大会では粗雑な活動
報告をして申し訳ございませんでした。また、メール添付したものも、日付が間違ってい
たので、訂正して本紙にて再度の報告をさせてください。 

【第 10回エリアミーティングのお知らせ】 
2018年 3月 24日（土）9：00～エクスカーション（バスにて姫路城・宝塚大劇場観劇） 
3月 25日（日）9：00～会長会議  10：00～ビジネスセッション  午後：講演：「子どもは宝、みんなで
育てよう」第 2弾 「地域とすすめる食育」   講師：金田雅代先生  場所：ホテル日航姫路  

エリア 4 エリアディレクター 井野 節子 

 

  表 彰 
 

鳴門 ・10/19（木）第１４回地区大会において「地区アワード」を受賞（長年にわたる鳴門市立図書館への本の
寄贈。特に大活字本寄贈に対して） ・11/10（金）平成２９年度「男女共同参画立県とくしまづくり表彰」を受賞
（女性の地位向上についての広報啓発活動や県内 DV 被害者支援団体への支援など、40 年にわたり男女共
同参画推進に大きく貢献している活動に対して） 
岡山 三宅定子 防衛省より感謝状・表彰盾を贈呈（写真） 
沖縄 11/3神谷幸枝会員  沖縄県功労者表彰受章 
高松Ⅱ 11/25香川県三豊市社会福祉協議会より感謝状贈呈 

  

クラブトッピクス（10月～11月）    
  

徳島 ★10/7 中西紗希会員の第一子に女児(絢
子ちゃん)誕生。未来のゾンシャンです。 
 
鳴門 ★１１/４（土）～６（月）
鳴門市立図書館で「第38回
鳴門ゾンタクラブ児童画
展」を開催した。徳島県中学
校美術教育研究会会長の
中南弘史先生に審査をお願
いし、ＧＺクラブ会員にも展
示・撤去に力強い協力をいただいた。 

神戸 ★「ともに学ぶ 神戸ゾンタ講座 〜身体を
つくる・ハートを育てる・感性を磨く〜」という講座
を例会の時に行っています。講座は無料で、どなた
でも参加していただけますので、ご興味のある内
容でしたら是非ご参加くださいませ。・第１回10/26
（木）「デリカビーズ織りに魅せられて」講師：鷲田
祥子 氏（会員） ・第2回11/16（木）「正しい身体づ
くりとは！〜身体にとって何が大切か？何が危険
か？」講師：餅 小百合 氏（総合体力研究所 主任） 
・第３回は、12/21（木）に開催予定（イベント案内の
欄に記載） 
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【クラブ訪問】 
 
【26 地区関係】 

 
【エリア４イベント等】 

2016/9/13 神戸 
 

2016/7/30 第 1 回理事会 
 

2016/9/24 福岡ＺＣチャリティディナーショー 
9/15 フェニックス神戸 

 
10/16 第 2 回理事会 

 
10/16 姫路ＺＣ10 周年記念式典 

9/21 岡山 
 

2017/1/28 第３回理事会 
 

11/30 北九州ＺＣハートフルコンサート 
10/17 北九州 

 1/28 
地区ｱﾄﾞﾎﾞｶｼｰ奉仕委員会合
同会議懇親会 

 
2017/12/5 安芸コスモスディナーショー 

11/11 高松Ⅱ 
  

1/19 エリアミーティング準備訪問 
11/16 SEN 姫路 

 
4/16 エリア２ミーティング（名古屋） 

 9/13 
神戸ＺＣﾁｬｰﾀｰ会員小菅会員告
別式 SEN 姫路釜田会員通夜 11/19 沖縄 

 
4/22 エリア４ミーティング(神戸） 

 
12/19 徳島 

 
5/13 エリア３エリアミーティング(奈良） 

   
2017/1/11 高松 

 
5/22 エリア１エリアミーティング(秋田） 

 
【他エリアイベント等】 

1/17 鳴門 
 

7/29 第５回地区理事会 
 

2016/10/1 横浜ＺＣ50 周年記念式典 
2/28 安芸コスモス 

 
10/18-21 第 14 回地区大会 

 
10/30 盛岡ＺＣ30 周年記念式典 

3/17 姫路 
    

2017/11/3 奈良ＧＺエマＬコンロン賞受賞式典 
4/17 福岡 

    
9/19 大津ＺＣチャリティーディナーショー参加 

2018/1/27理事会 1/28コンベンション委員会（東京） 

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  
26地区 

tel:079-254-5717
mailto:d26area4director@zonta-d26.jp
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高松 ★第 14回地区大会を開催：ソニア国際会長、
ウイニー国際会員委員長、エミー国際 CAEC 名誉
会員、メロディー様(ゲスト)他、参加者約 300 名  
場所：高松サンポートホール・JR ホテルクレメント高松 

  

 
 
 
 
 
・10/19(木) デリゲート会議 開会式 基調講演：井
村雅代様 歓迎晩餐会 ・10/20(金）第 1 回ビジネ
スセッション  第 2 回ビジネスセッション  ・
10/21(土）メモリアルサービス 第3回ビジネスセッ
ション さよならランチパーティー ・10/22(日）予
定していたエクスカーション「四国まんなか千年も
のがたり」乗車は台風のため中止となりました。 
 
沖縄 ★〔沖縄県女性団体連絡協議会50周年記
念事業〕記念誌事業への協力 ※女団協50周年
記念事業は、2018年2月開催予定 
 
北九州 ★第14回地区大会（高松）にて木下副ガ
バナーが次期ガバナーに選出された。 

★11/20 ハートフルパ
ーティ 201 加藤登紀
子トーク＆ライブ（４１
７名参加）盛会裏に終
わりました。毎日新聞
に記載された。 

 
フェニックス神戸 ★11/4（土）第２０回チャリテｲ
ーバザーを開催した。恒例のお昼のコンサートで
はホルン演奏者による楽器の解説を聴きながら、
ピアノ、ソプラノとのコラボに
よる演奏を楽しんだ。ゾンタ
ストアでは神戸ゾンタクラブ
のコーナーを置くなどの試
みもおこなった。人気のお茶
席には多くの人が訪れ、留学
生たちのおもてなしを受けた。  
★昨年度のフエニックス育英奨学生Ｙ氏が西宮消
防士に採用が決定。会員一同大喜び。 
 
安芸コスモス ★Say No キャンペーンとして 広
島市女性団体連絡会議と共に「女性に対する暴力
をなくす運動」街頭啓発活動をしました。１１/１３は
JR 広島駅南口にて、１１/２５は八丁堀交差点周辺に
て、DV防止啓発チラシ、啓発用品を配布しながらの
声掛け啓発キャンペーン実施。 
 
姫路 ★10/29キャッシル真和「秋祭り」ボランティ
ア参加 ★10/5はりまキッズランド「新米まつり+
焼肉大会」ボランティア参加 ★11/9「チャイルド・
ケモ・ハウス支援のためのチャリティーゴルフコン
ペ」（青山ゴルフクラブ）紅葉が
美しい自然の中で44名がプレー
を楽しみました。今回は、チャイ
ルド・ケモサポート基金の理事長
でもあり、小児科医の楠木成範
先生が一緒にプレーをして下さ
いましたので、支援金を手渡すこ
とができた。 ★11/18（土）デー
トDV防止パンフレット30,000部作

成し、姫路市長に贈呈。教育委員会を通して市内
の中学校、高等学校に配布。イラストは姫路工業高
校デザイン科の生徒たちが協力。堅苦しくならな
いように、若者の言葉で表現するなどの工夫をし
ている。 ★11/18（土）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」において、
姫路ZCが応援している子連れママバンドcomodo
姫がステージを盛り上げ、大人も子どもも一緒に
楽しんだ。姫路ZCはブースでミニフラワーのアク
リルたわしの編み方指導し、出来上がりはプレゼン
トした。 ★11/24（金）国際デーに
ちなみ DV防止パンフレットと
「Zonta Says No !」メッセージ入り
ポケットティッシュと黄色のゾンタ
風船を姫路駅前で街頭配布。 
 
ＳＥＮ姫路 ★10/14（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：松尾茜（ヴァ
イオリン） 
★11/16（木）、ホテル日航姫
路にて第5回チャリティーバ
ザー開催。様々なジャンルの
35 店舗が出店し、600 人を
超える来場者で賑わった。 
★11/19（日）、イーグ
レひめじにおいて、あ
いめっせフェスティバ
ル/あいめっせ保健室 
を開催。体成分測定の 
他、看護師・栄養士・薬剤師による健康相談を行い、
100 人を超える方が来場された。 
 
高松Ⅱ ★10/19 地区大
会晩餐会にて当クラブ、
川崎（ピアノ）、豊永（声
楽）2 名が音楽でお手伝
いさせていただいた。 
★11/13 高松ゾンタクラブと合同
移動例会実施。例会、食事のあと
中津万象園にてお茶席を設けた。 
 
福岡 ★10/29（日）チャリティー・ディナーショー
開催。福岡市博多区のグランドハイアット福岡にて
375名の方々にご来場頂き、兄弟ピアノデュオ“レ・
フレール”のチャリティー・ディナーショーを開催。
福岡市長の高島宗一郎氏に
ご挨拶を頂戴し、男女共同参
画センター「あすばる」センタ
ー長の松田美幸氏のご発声
で乾杯。今回の為に作成した
当クラブの広報ビデオも皆様
にご覧頂いた。食事・懇談後、斎藤守也・圭土兄弟
が4本の手による「キャトルマンスタイル」の巧み
な演奏で会場を魅了。多くのお客様に好評を頂い
た。収益の一部は、NPO法人SOS子
供の村JAPAN、アジア女性センタ
ー、NPO法人女性エンパワーメント
センター福岡の3団体に寄付をさ
せて頂いた。 ★11/18（土）第7回
『福岡市音読・朗読交流会』に参加。
当クラブより8名が参加。受賞者に
当クラブより記念品を贈呈させて頂いた。 
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クラブ活動報告（10月～11月） 

 
徳島 （16名） 
◇10/2 理事会 ◇10/12 徳島市国際交流協会のサギノー市民と交流 2 名出席 ◇10/16 例会 2019 年
当クラブ 50周年記念行事計画 ◇10/19～21 26地区大会(高松) 6名出席 ◇11/2多文化体験交流会 
1名出席 ◇11/6 理事会 ◇11/20 例会 ◇11/29徳島県女性協議会理事会 1名出席 

鳴門 （31名） 
◇10/8（日）１０月理事会 ◇10/15（日）第１５回子どものまちフェスティバルに参加。認定 NPO 法人「ふくろう
の森」との共催で「風のおばけをつくろう」を実施  ◇10/17（火）１０月例会 ◇10/19（木）～２１（土）第１４回地
区大会に１２名参加 当クラブ和田津美智代会員がエリア 4 次期エリアディレクターに選出された ◇11/4
（土）「図書館に本を贈るためのチャリティーバザー」に出店し、売上金を寄付  ◇11/4（土）～6（月）第３８回
鳴門ゾンタクラブ児童画展開催（於：市立図書館） 応募総数７１０点、来場者数９５７名 ◇11/8（水）１１月理事会 
◇11/10（金）「男女共同参画立県とくしまづくり表彰」受賞 輝く女性応援フェスティバル（働き方改革シンポ
ジウム）に 6 名参加 ◇11/17（金）移動例会岡山方面（山田養蜂場・みつばち農園でミツロウ作り） 

岡山 （21名） 
◇10/25（水）～高松地区大会参加 11名参加 

神戸 （9名） 
◇10/19〜21第 14回地区大会に3名出席 ◇10/26例会、第１回 神戸ゾンタ講座開催 ◇10/30第32号 会
報完成、発送作業 ◇11/5フェニックス神戸ゾンタクラブ チャリティーバザーに参加 ◇11/16例会、第２回 
神戸ゾンタ講座開催 

高松 （41名） 
◇10/11(水)例会 ◇10/14(土).15(日)高松大学ゴールデン Z クラブ大学祭 ◇10/27(金)理事会  
◇11/13(月)移動例会 中津万象園・懐風亭（高松ⅡZCと合同例会） ◇11/24(金)理事会 

沖縄 （12名） 
◇10/21(土)沖縄ゾンタクラブ「役員会」・「定例会」AM11:00～ ◇11/7(火)女団協理事・代表者会議 沖縄県
男女共同参画センター（てぃるる） ◇11/18(金)沖縄ゾンタクラブ「役員会」・「定例会」AM11:00～  
◇11/29(土)メキシコ地震支援チャリティーコンサート（沖縄ゾンタクラブ協賛）沖縄大学アネックス共創館 

北九州  （27名） 
◇10/7第5回 役員会 ◇10/16第5回定例会 卓話「ゴールデンＺクラブ活動について」 講師：塚本美紀
会員 ◇10/19～21第 14回地区大会(高松)参加 8名 ◇10/24 第 7 回勉強会(三隅塾) ◇10/29福岡ゾ
ンタクラブチャリティディナーショー参加 5名 ◇11/4 第 6 回役員会 ◇11/13第 6 回定例会 ◇11/20ハ
ートフルパーティ 2017 加藤登紀子トーク＆ライブ ◇11/24第 8回勉強会(三隅塾) 

フェニックス神戸 （10名） 
◇10/7（土）茶道指導奉仕 兵庫国際交流会館にて ◇10/１０（火）１０月度理事会・例会 兵庫国際交流会館 
◇10/１３（金）留学生ウエルカムパーテイー参加 兵庫国際交流会館 ◇10/19～21 2017年度 26地区大会３
名出席。三田会員次期地区指名委員に選出さる ◇10/２８（土）中華料理とコーラスを楽しむ ◇１１/４（土）第
２０回チャリテイバザー開催、終了後ミニ例会 神戸倶楽部 ◇11/25（土）インドネシア料理とコーラスを楽し
む、１０年前のメキシコ留学生“ルセロさん”来日ウエルカムパーティーを開催、再会を喜びあう。 

安芸コスモス  （17名） 
◇10/10（火）役員会 地区大会に向けて指名委員選挙の件、寄付金、ゾンタストア検討。チャリティコンサート
案内状の打ち合わせ等 ◇10/19・20・21地区大会。高松へ 小畠・好永・衞藤参加 基調講演・会議・選挙 
ゾンタストアと多忙で充実した 3 日間 ◇10/24（火）例会 卓話：「子ども食堂」の現状 講師；平松敦子氏 
チャリティコンサート担当決め・進行表・オークション報告等 ◇11/11（土）チケット締切日 ◇11/14（火）  
役員会 チャリティコンサート打ち合わせ 新年会 say no キャンペーンについて ◇11/13・25「女性に対
する暴力をなくす運動」啓発活動実施 ◇11/28（火）例会 地区大会報告、チャリティコンサート席決め等    

姫路 （19名） 
◇10/6（金）バサーに向けての作品作り ◇10/18（水）あいめっせ登録団体連絡協議会出席 ◇10/19（木）～
21（土）第 14 回地区大会（高松）出席 ◇10/23（月）理事会 ◇10/27（金）例会 地区大会に出席した会員が
感想を報告 ◇10/29（日）キャッシル真和秋祭りボランティア参加 ◇10/30（月）バサーに向けての作品作り 
◇11/5（日）はりまキッズランドボランティア参加 ◇11/8（水）京都ⅠZC バザー参加 ◇11/9（木）チャイルド・
ケモ・ハウス支援のための第５回チャリティーゴルフコンペ（青山ゴルフクラブ）支援金贈呈 ◇11/11（土）国際
交流センター登録団体連絡会議出席 ◇11/13（月）理事会 ◇11/16（木）SEN 姫路 ZC バザー参加 ◇11/17
（金）例会＜Zonta Says No !＞月間にちなみ「フェミニストカウンセリング神戸」福島由美子様より最近の DV
状況をレクチャー。DV 被害にある女性は４人に１人の割合であるとのこと。姫路で「DV
気づきの講座」開催を依頼し支援金を贈呈 ◇11/18（土）デート DV 防止パンフレットを
姫路市長に贈呈 ◇11/18（土）あいめっせフェスティバル参加 ◇11/19（日）あいめっせ
フェスティバルにてミニフラワーのアクリルたわし作成ブース開設 ◇11/24（金）アドボ
カシー奉仕委員会 ローズデーチャリティーバザーの話し合い ◇11/24（金）「デート
DV防止パンフレット」、ポケットティッシュ、黄色のゾンタ風船を街頭配布。 

ＳＥＮ姫路  （23名） 
◇10/11（水）理事会・例会 ◇10/14（土）兵庫県立歴史博物館ロビーコンサート協力 ◇10/18（水）あいめっ
せ登録団体連絡会出席 ◇10/19（木）～21（土）国際ゾンタ 26地区第 14回地区大会参加 ◇10/28（土）～
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29（日）松本ゾンタクラブとの交流会 ◇11/9（木）あいめっせ登録団体連絡会出席 ◇11/15（水）理事会・
例会・チャリティーバザー準備 ◇11/16（木）チャリティーバザー開催 ◇11/19（日）あいめっせフェスティ
バル/あいめっせ保健室開催 

高松Ⅱ  （10名） 
◇10/19例会 ◇10/19～21地区大会参加 ◇11/13高松ゾンタクラブとの合同移動例会 

福岡 （31名） 
◇役員会：10/23（月）16:30、11/2（水）19:00 山田屋ビル5階 ◇例会：10/16（月）18:30、11/27（月）18:30（講
師：三隅佳子氏）グランドハイアット福岡 ◇チャリティーディナーショー：10/29（日）17:00 開演 グランドハ
イアット福岡 ◇第7回『福岡市音読・朗読交流会』 ◇11/18（土）10:00～ 早良市民センター ◇北九州ゾ
ンタクラブ チャリティー・ハートフルパーティ“加藤登紀子トーク＆ライヴ” ◇11/20（月）18:00 リーガロイヤ
ルホテル小倉 当クラブより 10名参加 

【エリア4会員数 13クラブ 267名】 12/1現在 
 

イベント案内  

徳 島 ✿12 月例会は「インターナショナルナイト」留学生数人ご招待して交流 

鳴 門 
✿２０１８/２/１７（土）１０：００～ルネッサンスナルトリゾート「海天」において、鳴門ゾンタクラブ創立
４０周年記念式典・祝賀会を開催いたします。  

岡 山 
✿12/10（日）チャリティーバザー（天満屋）開催 ✿12/21（木）クリスマス例会 ✿1/17（水）新
年会 ✿2/21（水）研修旅行 

神 戸 
✿12/21（木）例会時に開催 第３回 神戸ゾンタ講座「母性意識形成要因の日本、ネパールとの
比較 ー家族形態の変化がもたらす影響ー」 講師：湯舟貞子 氏 (会員） 

高 松 
✿2018/2/8(木）第 25 回ゾンタチャリティーバザー開催 10:00～高松センタービル１２F  
✿3/18(日)ローズデー事業 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、13 時～
三越前丸亀町ドームにて、高松Ⅱゾンタクラブ、高松大学ゴールデン Zクラブ合同事業 

沖 縄 
✿2018/1/19（金）PM7:00～ 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 
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 

✿１２/４（日）兵庫留学生会館「文化祭」茶席で参加 ✿2018/2/4（日）新春交流親睦会 わろ
てんか「落語とランチ」１１時 ５０００円 神戸倶楽部にて ✿２/16（金）早春のロビーコンサート
「西川綾乃さんによるピアノ演奏」ゾンタ合唱 県立総合リハビリセンターにて ✿３/13（火）
例会・ローズデイ行事 兵庫県養護施設連盟理事長による卓話「入居児童の現状と課題」１８時 
ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸「デイジーの間」  

安 芸 
コ ス モ ス 

✿12/4（月）18:30～21:00 第１４回チャリティディナーコンサート 川口兄弟によるピアノデュオ
をご堪能下さい。リーガロイヤルホテル広島 4階クリスタルホール 

姫 路 ✿2018/2/16（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 

ＳＥＮ姫路 ✿2018/3（日時未定）ローズデー奉仕 
福 岡 ✿12/18例会・忘年会 ✿3 月ローズ・デイ  

   

例会カレンダー 

 12月 1月 2月 
徳 島 18 日 18：00 阿波観光ホテル 15日18：30（新年会） 阿波観光ホテル 19日18：30 阿波観光ホテル 

鳴 門 
17日18：00 ホテル  アド イン（年
末パーティー/クラブ内バザー） 

17日18：30 モアナコースト（新年
会を含む） 

17日10:00ルネッサンスリゾートナルト（鳴門
ゾンタクラブ創立４０周年記念式典・祝賀会） 

岡 山 21日12：30 ＡＮＡクランプラザホテル岡山 17日 時間・場所未定 21 日 時間・場所未定 
神 戸 21日18：00JR神戸ポートピアホテル 18 日 18：00 神戸ポートピアホテル 15 日 18：00 神戸ポートピアホテル 

高 松 
11日18：00JRホテルクレメント高松
（クリスマス例会） 

11日12：00 JRホテルクレメント高
松（新年例会） 

13日12：00JRホテルクレメント高松 

沖 縄 
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 

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

17日（土）11:30 ANAクラウンプラ
ザホテル沖縄ハーバービュー 

北 九 州 
18 日（月）19：00 リーガロイヤル
ホテル小倉 

15日（月）19：00 リーガロイヤルホ
テル小倉 4F 

19 日（月）19：00 リーガロイヤルホ
テル小倉 

フェニックス
神 戸 

12 日（火）18：00 兵庫国際交流会
館 

10 日（火）18：00 移動例会（予定） 
4日（日）11：00例会と親睦会 神
戸倶楽部 

安 芸 
コ ス モス 

4 日（月）18：30 リーガロイヤルホ
テル広島 

23日（火） 19:00 新年会場 
27日(火) 19:00 リーガロイヤル
ホテル広島 

姫 路 15日（金）13:00ホテル日航姫路 19 日（金）11:00 姫路護国神社 16日（金）11:00 イーグレひめじ 
ＳＥＮ姫路 20日18:30 ホテル日航姫路 17日18:30新年祈祷会 ホテル日航姫路 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 11日19：00 オークラホテル丸亀 
福 岡 18日（水）18:30  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  


