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ご挨拶
　　　　　　国際ゾンタ２６地区エリア１

　　　エリアディレクター　岩井紘子

   岩田前ADから2016年にAD拝受してから2年。何をするの？程度でお引き受けしたこの役職も終わってみれば

こんなにも自分にとっては刺激的だったなぁ－の感で一杯です。エリア通信発行の時期になると、エリア1のクラブ

が全て自分の子どものように見え、頑張ったね、凄い、偉いじゃない、大丈夫だよといつの間にかそんな気持ちに

なっていました。何なんだろう、あの感覚。AD、ADと親しく声掛けして頂ける立場はいつもコソバユイ感じだっ

たのですが、こちらからしてあげるものが何もなく申し訳なさでいっぱいになっています。エリア4の子どもは宝、

第2弾“食育でつくる健全な生活習慣”と題した学校給食の取り組み意義。エリア2の“性暴力をなくすためにわた

したちができること”と題した、父親からの性暴力体験者の講演、つい先日の5月27日に終えたエリア3の“女性と

子供への暴力の無い社会をめざしてーDV被害女性とこどものより良い明日のためにー”と題した講演並びに実体験

者の話を聞くことができた夫々のエリアミーティング。エリア1としては、ど

うしても取り上げたかった、あの決して風化させてはいけない東日本大震災。

特異な体験を通して生き抜く子供たちのサポートの有り様を聞いて頂きました。

　ゾンシャンとアドボカシー。この基幹テーマを探るべく、今後はささやかな

余力と奉仕精神をもって世に働きかけする場つくりのゾンタ活動を一会員と

してステキな仲間と共に学び、歩んで行きたいと願います。沢山の感謝の気持ち

をお伝えして、2016～2018年度エリア1エリアディレクター職を終えます。

　有難うございました。

新入会者・退会者報告

入　会 退　会

トピックス・表彰

－  秋田ゾンタクラブ　－

★ 《表彰》死亡（没後）叙勲　故伊藤千鶴子氏　従五位　瑞宝双光章   
　　　　　  4月2日死去の日を以って生前のご功績に対し授与が決まりました。

AＤ活動報告および今後の予定

4月～5月の行動

秋田ZC　伊藤千鶴子さま告別式参列
前仙台市長奥山恵美子エリアミーティング基調講演依頼
26地区第8回理事会　　　　　　　　　　　　　　　　横須賀市立総合福祉会館5F会議室
エリア2エリアミーティング出席　　　　　　　　　メルキュールホテル横須賀5Fパリ
エリア2AMエクスカーション参加　　記念艦三笠、津久井いちご農園、横須賀美術館
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京都ⅡZC　チャリティ園遊会参加　　　　　　　　　　　今熊野観音寺（泉湧寺山内）

 4月  1日(日)
 4月  7日(金)
 4月11日(水)
 4月13日(金)
 4月14日(土)

仙台ⅠZC   2018年    5月 31日  ★ 及川　 恵           札幌IRISZC   2018年    5月14日  
★ 郡　 和子
★ 駒ヶ嶺 幸子
★ 伊藤 千鶴子

★ 佐藤 洋子
仙台ⅠZC   2018年    5月 31日  
札幌ⅠZC   2018年    5月 31日  
秋田ZC      2018年    4月    2日  

モーリンラマーシュ 福島ZC      2018年    4月 30日  ★
★ 仁藤 浩子 山形ZC      2018年    5月 31日  
★ 冨樫 節子 山形ZC      2018年    5月 31日  

 4月15日(日)
 4月18日(水)
 5月10日(木) 小樽ZC　打ち合わせ準備会
 5月11日(金)
 5月12日(土) エリア１エリアミーティング開催　　　　　　　　　　　　　　グランドパーク小樽5F
 5月27日(日) エリア３エリアミーティング参加　　　　　　　　　　　　リーガロイヤルホテル大阪

エリア1AMエクスカーション参加　　　　　小樽芸術村、鰊御殿青山別邸。青塚食堂

★ 土屋　 覚           山形ZC         2018年    5月31日  



  クラブ報告：4～5月

★クラブ活動報告
役員会

－  仙台Ⅰゾンタクラブ　－ 会長：岩崎恵美子 会員数：３3名

　

エリア2エリアミーティング  3名参加

定時例会

国際ソロプチミスト宮城チャリティー講演会   2名出席

新・旧合同役員会

－  札幌Ⅰゾンタクラブ　－ 会長：森本恵美 会員数：　7名

★クラブ活動報告

　 　　 ：次年度理事決定、横浜国際大会及びエリアミーティング登録確認

　　

エリアミーティング　3名出席

　

－  函館ゾンタクラブ　－ 会長：池亀睦子 会員数：２4名

★クラブ活動報告
自閉症啓発デー、函館点灯式に会長，奉仕委員会が参加
理事会

小樽でのエリアミ－ティングに５名参加

　
－  塩釜ゾンタクラブ　－ 会長：中野わか子 会員数：　5名

★クラブ活動報告
定例会 ： 今期の活動の振り返りと新年度に向けて　　出席率：８０％

　

－  札幌Ⅱゾンタクラブ　－ 会長：成瀬泰子 会員数：24名

★クラブ活動報告
役員理事会
エリア2エリアミーティング(横須賀)　1名出席

例会
Ｚクラブ(北星学園女子中学高等学校)との合同勉強会

役員理事会
エリア1エリアミーティング(小樽)　14名出席予定

例会：寄付金贈呈式　新入会員入会式（6/1付入会）

エリア３エリアミーティング(大阪Ⅱ) 　1名出席

例会

  5月11～12日

塩釜市手をつなぐ育成会（塩釜地区障がい者保護者団体）総会出席

定例会 ： 世界大会の連絡・準備ほか　　出席率：８０％

エリア１エリアミーティング　ホストクラブ：小樽ＺＣ

 ：卓話　子ども食堂北海道ネットワーク事務局　伊藤好一様

例会

  4月  3日

  4月14日

  4月17日

  4月24日

  5月  1日

  5月12日

  5月15日

 ：卓話　岩崎会長「西アフリカでのエボラ出血熱流行に見るアフリカ地域での感染症の問題点」
　　　　   　「仙台自立の家」お菓子販売協力

  4月11日

  5月  9日

  5月12日

  4月  2日

  4月  4日

  4月18日

  5月12日

 ：男女共同参画をテーマに会長の卓話。女性保護の会への後援を決定。

  4月11日

  4月14日

  4月18日

  4月26日

  5月  9日

  5月12日
  5月16日

  5月27日

－  盛岡ゾンタクラブ　－ 会長：下田幸枝 会員数：１6名

★クラブ活動報告
例会：次年度の役員について指名委員会からの報告、 世界大会について

　
　　

　

理事会：次年度の役員(案)報告

  4月11日

  4月25日

例会：次年度役員（案）報告、 スピーチコンテストの日にち決定・参加者の検討、   5月  9日

エリア１ミーティング（小樽）参加4名  5月12日

各委員会からの申し送り

  4月18日

  4月28日

  5月11日

理事会  5月  2日

総会 ：事業報告、仮決算報告、各委員会報告

例会 ：横浜国際大会及びエリアミーティングについて、次年度委員会決定

２名出席（佐藤洋子会員、引地ゆり子会員）

エクスカーション・エリアミーティング参加
４名出席（中野会長、引地副会長、佐藤洋子会員・遠藤紀子会員）

　横浜　国際ゾンタ世界大会　出席予定　４名

★イベント案内

  6月28日～7月 3日

：女性の人権「1945年のクリスマスを読んで」  8名出席（Ｚクラブ10名出席）

理事会：新年度の活動について  5月30日

 ：次年度に向けての話し合いや円滑なクラブ運営について話し合いがされました。特に会員増強
　 についてはいろいろなアイデアが必要との話し合いを持つことができました。 17名参加

定時例会 ：勉強会　ゲスト：英会話サロン「Lafi」主催　岩井富美枝氏

エリア1エリアミーティング　8名参加

：「仙台伊達家十八代当主　伊達㤗宗氏をお迎えして」貴重なお話を伺うことができて大変お勉強になりました。

 　「仙台自立の家」お野菜販売協力

例会にてエリアミーティング報告会。終了後懇親会。  5月16日

次年度会長による、オリエンテーション  5月30日

 NPO法人函館出会いサポートセンターでの顧問決定

　チャリティービンゴパーティを開催(参加予定者４５０名)

★イベント案内

  8月25日

（写真別添付）

（写真別添付）

（写真別添付）

（写真別添付）

（写真別添付）

（写真別添付）

（写真別添付）



　

会長：岡部文子 会員数：１2名－  札幌ＩＲＩＳゾンタクラブ　－
　

★クラブ活動報告
理事会

　

　
－  秋田ゾンタクラブ　－ 会長：佐藤康子 会員数：１3名

★クラブ活動報告

　

理事会・例会
秋田ゾンタクラブ記念植樹(桜)・秋田市内４ヶ所を巡る観桜会　　７名参加

　

　

第9回エリア１エリアミーティング(小樽)参加　　4名

　

　

－  小樽ゾンタクラブ　－ 会長：平井聰子 会員数：　6名

★クラブ活動報告

　

例会：エリアミーティング準備

　

エリアミーティングホテル最終打ち合わせ
岩井ＡＤと最終打ち合わせ

　

エリアミーティングプログラムチェック（校正）

－  福島ゾンタクラブ　－ 会長：牛来令子 会員数：１0名

★クラブ活動報告

　

移動例会：ゾンタ桜のお花見会

　

★イベント案内

障がい福祉センター「きらら」訪問コンサート

－  釧路ゾンタクラブ　－ 会長：柏木智恵子　 会員数：　８名

★クラブ活動報告
役員会・例会
例会：釧路市マチをきれいにする推進協議会参加について、 

－  山形ゾンタクラブ　－ 会長：澤 和子 会員数：１7名

★クラブ活動報告
イオン黄色いレシ－ト贈呈式  2名参加

定例会：学習型卓話「これなら通じる英語でのコミニケ－ション」講師　結城綾子氏

イオン黄色いレシ－ト店頭活動　4名参加

山形大学医学部付属病院小児科病棟へ絵本ＤＶＤ等寄贈　4名参加

理事会
定例会
エリア１エリアミ－ティング　小樽にて　２名参加

ソロプチミスト札幌イベント　3名参加

エリア2エリアミーティング参加

第9回エリアミーティングに参加：4名

  8月

「第8回エリア１エリアミーティング議事抄録」発送

（写真別添付）

第9回エリアミーティングについての話し合い、横浜大会についての確認、会員増強について

  4月  2日

  4月10日

  4月14日

入会希望者との面談（会長・会員制服委員長・会員2名）

ソロプチミスト・ノイエイベント  1名参加

理事会  5月  7日

エリア1エリアミーティング　8名参加  5月12日

 ：年間活動報告反省、横浜大会係について

例会 ：横浜大会関連、決算・事業報告(案)、クラブ内規について

 ：来期予算・事業計画（案）

  4月11日

  4月29日

  5月  9日

  5月11日

　　：横浜コンベンション登録状況等情報提供　他　　１２名出席

  4月  9日

  5月11日

理事会・例会：エリアミーティングの報告、 横浜大会での役割の確認  5月18日

継続事業　障がい福祉センター「きらら」訪問について

  4月25日

  5月10日

 ：総会資料作成について、 卓話について、 フェミニストカウンセリング受講講座について

5月23日開催の講話「ビジネスマナー・一般マナー」について、 当クラブの今後の運営について、

  4月  1日

  4月  5日

  4月10～11日

  4月16日

  4月19日

  5月10日

  5月12日

理事会  5月24日

会計監査、 野草園訪問(予定)　７名参加  5月27日

  4月16日

  4月26日

  5月  7日

  5月10日

（写真別添付）

（写真別添付）

エリアミーティングエキスカーション  5月11日

エリアミーティング　ホストクラブとして開催  5月12日

例会：エリアミーティング反省会、横浜大会について、出欠・役割について  5月21日

5月12日開催の小樽ゾンタクラブエリアミーティングに出席決定（柏木会長）、6月20日に総会開催決定

　

★イベント案内

社会を明るくする運動くしろふるさとカルタ大会（後援として「ゾンタ賞」提供）  7月
里親付春採湖ハマナス草取り  7月

5月例会・平成30年度総会  5月23日

（写真別添付）

（写真別添付）

（写真別添付）

  4月  9日

  4月22日

  4月29日

例会  5月14日

エリア3エリアミーティング参加  5月17日

 ：新会員入会式、委員会費・登録費清算、バイロウズ翻訳配布等



★行事経過報告・お知らせ

仙台Ⅰゾンタクラブ 札幌Ⅰゾンタクラブ

●4月17日(火)

札幌Ⅱゾンタクラブ

盛岡ゾンタクラブ

函館ゾンタクラブ

塩釜ゾンタクラブ

● 　小樽エリアミーティング5月12日(土)

福島ゾンタクラブ

札幌IRISゾンタクラブ

   Zクラブ　北星学園女子中学高等学校にて
　合同の勉強会を行いました。
　テーマ：女性の人権「1945年のクリスマスを
　読んで」　札幌Ⅱ　出席者8名　Zクラブ出席者10名

　日本国憲法に「男女平等」を書いた女性
　ベアテ・ソロタ・ゴードン(終戦後のGHQ民間
　人要員)の自伝「1945年のクリスマス」を読み、
　意見交換を行いました。

 

山形ゾンタクラブ

結城綾子氏「これなら通じる
英語でのコミニケ－ション」
横浜大会に向け、簡単な英語
でのおもてなしができるよう
英会話を学びました

小樽ゾンタクラブ

秋田ゾンタクラブ

釧路ゾンタクラブ

　定時例会　卓話 岩崎会長「西アフリカでのエボラ
　出血熱流行に見るアフリカ地域での感染症の問題点」
　ゾンタクラブが世界で支援している現状を臨場感
　たっぷりにお話をお聞きし大変考えさせられる時間
　となりました。

秋田ゾンタクラブ植樹観桜会は、今年も最高
の日和りに恵まれ、少し春風が寒かったです
が、美しく咲きそろった枝垂桜の下で大満足。
この桜たちのおかげでゾンタの認知度が少し
でも上がって会員が増えることを願って
いますが・・・。

●5月12日(土)

　エリア1エリアミーティング
　とても素晴らしいミーティング
　だったと参加者全員が笑顔で
　帰途につきました。
　特に前仙台市市長の奥山氏の
　講演を初めて聞いたとの声もあり
　有意義なミーティングでした。

●5月15日(火)
　定時例会：勉強会　
　ゲスト：英会話サロン「Lafi」
　主催岩井富美枝氏
　横浜国際大会に向けての 
　おもてなしワンポイント
　英会話をお勉強しました。
　とっさに使える英語を皆様で
　沢山話して沢山笑う時間と
　なりました。

●4月26日(木)

● 月 日(日)4 29

国際女性デー・ゾンタローズデーの取り組みとして釧路ゾンタ
クラブ柏木会長は、３月２８日、釧路市の観光施策について
学ぶ講座を釧路市交流プラザさいわいで開催しました。
観光立国ショーケース等近年、釧路市に国の観光施策が集中的に行われている事から、
釧路市産業振興部観光振興室長の石田さんを講師に、釧路市の観光について学び、市民と
して何をすべきか考えようとゾンタクラブ内外の男女３０名余りが集まりました。

● 月 日(水)3 28

●4月5日(木)

山形大学医学部付属病院小児科
病棟へ、ロ－ズデ－記念寄贈
3/8のロ－ズデー記念寄附(目録分）
絵本・ＤＶＤ・知育玩具等を
寄贈してきました。

●4月16日(月)

撮影：木原会員

●5月12日(土)
　小樽でのエリア１エリアミーティング参加(４名)

●4月 9日(月) 
福島ゾンタクラブ恒例の「ゾンタ桜」のお花見会をしま
した。創立以来22年、今年も満開の桜をクラブ
会員に見せてくれました。
昨年は開花が遅く、例会では、桜の花を見ることができ
ませんでしたが、今年は桜吹雪の中でのお花見会となり
ました。　来年は会員増強が功を奏し1名でも多くの会員
とお花見ができることを願っています。

●5月12日(土)
　エリア1エリア
　ミーティング参加

●5月12日(土)
　多くのゾンシャンのエリアミーティング
　ご出席に会員一同感謝しております

●5月12日(土)

エリア1エリアミーティング

東日本大震災、
山田町ゾンタハウス
には当クラブは支援の
継続をしています。
森田教授の報告を
聞き、忘れない大切
さをかみしめました。

● 　「小樽のエリアミーティング」5月12日(土)

　東日本震災から8年目に入り、多少認知度が
　低くなった昨今、色んな形で成長している
   子 どもたちの様子や子供たちが健やかに育つ
　地域にする為のサポーターの方々の話しに
　より身近に感じられた。

お知らせ
★懇親会にて、例会１００％出席会員に記念品を贈呈
★６月１６日　国際交流センターの開所式に参加、
　７月２７日同スピーチコンテストに参加
★７月３１日より開催予定のサマースクールin函館に
　寄付金贈呈2017年3月
　

 

お知らせ
★世界大会を前に、協賛広告を頂いた新聞社、
　またラジオ局に国際ゾンタのPRをお願いに
　行ってくる予定です。
　また大会終了後もふくしま市民活動フェス
　ティバルに参加、世界大会の報告及び福島
　ゾンタクラブのPR活動も行う予定です。
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