
2018～2020国際ゾンタ26地区エリア2エリアディレクターをお引き受けいたしました矢﨑和喜子でございます。
どうかよろしくお願い申し上げます。 
 6月29日から7月3日まで、ゾンタ国際大会が横浜で開かれ、53ヶ国から2300名以上のゾンシャンが参加しま
した。26地区の会員が力を合わせ、このような大きな大会を成功裏に導いた26地区のゾンシャンの底力を見
た思いでございました。この貴重な経験をこれからの私たちの活動に生かせていければと思っております。 
  

 
 
 
 
 
 
  
 2018～2020国際ゾンタ26地区エリア2エリアディレクターをお引き受けいたしました矢﨑 
和喜子でございます。未熟ではございますが、一生懸命務めさせていただきます。どうか 
よろしくお願い申し上げます。 
 横浜国際大会が無事に終わりました。大会の成功に導いて下さったチーム26地区の皆様の 
高い奉仕の精神に感銘を受け、改めてゾンシャンの一員として誇りを持ちました。この貴重な 
経験をこれからの私たちの活動に活かしていきたいと願っております。活発なエリア2の活動を 
エリア２から地区へ発信していきましょう！ 

 これからの2年間、ご支援とご協力どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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新入会員・退会者 

2018/7/31現在 12クラブ 名 

 
●新入会員  
●退会者 

エリア２会員数 

 Welcome  to  

                  ZONTA!！ 

                        

 

 
 
 

国際大会の感想 
★世界66ヵ国のゾンシャン達との交流が、なにより素晴らしかった。前ニュージーランド首相の対談、山崎直子元宇
宙飛行士 のアメリア・イアハート奨学金効果についての話し、七夕お茶会の企画も、印象的でした。登録時の大混乱、
ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰの進行係と司会者との連絡不手際等、問題があったと存じます。（東京ⅠZC会長 的場博子様） 
★海外の会員が堂々と自分の意見を述べることに圧倒された。特に基調対談をなさったヘレンクラーク氏の力強さ
は素晴らしく、本当に強い女性はこうなのかと強く印象に残った。又、ゾンタ国際大会には英語力が絶対的に必要で
あると痛感した。（横浜ZC会長 佐藤惠子様） 
★今回、日本で初めての大会となり、準備も大変な中、各役員の皆様方、ご苦労が目に浮かびます。色々ありました
が、結果成功裡に終わり良かったと思います。やはりおもてなしの心を大切に大勢のゾンシャンをお迎えして交流が
持てたことが大切かと思います。（東京ⅡZC会長 後藤愛子様） 
★多くのゾンシャンが参加し、盛大な国際大会になったことは誠に喜ばしいことでしたが、各国のゾンシャンをお迎え
することの大変さを実感した。・日本人が言葉の壁を越えて発言できることの重要性、自分の意志で、イエス、ノーが
言えることの大切さを実感した。・素晴らしい熱気ある会議を体験することができ感動し、又陰の力である準備を完璧
にされた役員の皆様に心より感謝します。（岐阜ZC会長 安田多賀子様）  

★世界大会はニースが初めての参加で、毎日午後にツアーがあって楽しかったの一語でしたが、今回はデリゲート
の重責があり、緊張と会議に参加している充実感がありました。国際奉仕もソニアさんが直々に届けられている画面
を見せていただいて、とても安心し感激しました。屋形船や聘珍樓の企画も、参加して海外の方々とお話しできる良
いチャンスだと思いました。（松本ZC会長 遠山雪子様） 
★名古屋ＳＯＲＡは、会員8名ゲスト5名での参加になりました。ゾンシャンの皆さんの熱気あふれる姿、世界のゾンタ
が展開している地球規模の奉仕プロジェクトの実際を知ることができました。参加したメンバーは改めて、ゾンタの活
動の意義を深く感じることができ、貴重な機会となりました。（名古屋SORAZC会長 久田礼子様） 
★１、国際大会を無事成功させた大会役員、関係者のご努力と実力に感謝し、敬意を覚えます。２、国際ゾンタの組
織力、実力に驚きました。３、皇后陛下がお出まし下さり感激しました。私自身ゾンタクラブの活動さえよくしらないま
ま入会しましたが、ゾンタの活動が公に高く評価されている事が実感され嬉しく励みになる思いです。４、簡単な会話
しかできない私が言うのはおこがましいのですが、日本ゾンタには英語でビジネスが出来る、国際的なビジネスセン
スを持つ方がもっと入会されるといいなと思いました。（かながわZC会長 清水佳子様） 
★バッグの袋詰め作業からインフォメーションデスクの担当でありとあらゆる質問から、落とし物、ツアーの集合場所、
水はどこで買える、ランチの案内、ディストリクトミーティングのドアーモニターまで世界中のゾンシャンと出会えて、疲
れたけれど楽しかったです。ウィーンＺＣのマリアさんには携帯で、フリーマーケットの写真をみせてもらい、英語で自
分の意見をいわなければ、寄付だけではだめなことも印象に残りました。国際ゾンタのバイローズの改正でも民主主
義とはこういうことかと実感しました。（横須賀ZC会長 地主ちづ子様） 
★今回はクレデンシャルと、昼食配食の手伝いと、オルタネートとして投票に参加した。クレデンシャルや、投票時、
教育セミナーで、様々な国の方と言葉を交わし、楽しく有意義な時間を過ごせた。（東京ⅢZC会長 山田千鶴子様） 
★初めての国際大会参加でしたが、スタッフとしても一会員としても勉強になり、ゾンシャンの魅力溢れる有意義な時
間を過ごすことが出来ました。（群馬ZC会長 飯島百合様） 
★とても素晴らしい大会に参加でき感謝しています。大会実行委員の皆様はじめ、26地区の全員の力の結晶だ 
 と思います。ありがとうございました。（山梨ZC会長 窪田明美様） 
★壮大で真剣な大会に初めて参加させて頂き、改めてゾンタクラブのレベルの高さに感銘を受けました。微力では  
 ありますが、お役に立てるように、益々頑張ってまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。   
 （三重ZC会長 高木久代様） 
                   *７月４日に国際本部から配信されたメールで大会開催日の日ごとの写真を見ることが出来ます。    
                View the official 2018 Convention photo  here のところをクリックしてご覧ください。ご参考までに。 

 
 

 
 
 
 



クラブ活動報告 

クラブ名 活動内容 

東京Ⅰ 
№492 / 15名 

目的：①会員増強 
意見：遠路はるばる横浜大会に集まった世界中のゾンシャンたちに感謝。 
   ・皇后さまの御成りのニュースを見て、私たちに知らされなかったこと、皇后さまの御時間にお合わせ    
    して大会議場にお席を作れなかったことは、大変残念だった。 幹部方だけ対象でのレセプション 
    ご出席だけでは、あまり意味が無いと思われました。 
・6月は、微力ながら、クラブ総力を挙げて国際大会サポート準備に注力しました。 
・7月2日には、横浜国際大会で来日のソウルⅠと、姉妹クラブ親睦夕食会を致しました。 
・7月例会で、国際大会からの情報共有として、下記について意見交換を行いました。 
（次期会長、役員、バイローズ決定事項、ゾンタ100周年アワード） 

横浜 
№594 / 19名 

目標：①会員の増強を図る 
     ②現在の活動をより充実させ、ゾンタの活動について理解を深めていくこと 
意見：今回の集中豪雨災害に合われた方々にゾンタとしてお見舞いを考えたい。 
・6/13（水）例会                   
・6/28～7/3 横浜コンベンション、出席15名   
・7/11（水） 例会 
・7/28（土）ギフトフェア準備                           
・7/29 （日）ギフトフェア                          

東京Ⅱ 
№1071/23名 

目標：①卓話を多く取り入れ勉強しながら今後の活動の指針にしたいと考えています 
    ②会員同士尊重し、コミニュケーションを取りながら、持続的な奉仕活動の実践 
・6/30（土） 韓国ソウルⅡ・台湾台北Ⅱゾンタクラブとの懇親会開催（中華街 桂宮にて） 

岐阜 
№1078/ 23名 

目標：①ゾンタの認知度を高める広報活動を実施（公開例会の充実）②会員増強（２５名を目指す） 
    ③ローズデーに際しZonta Says NO キャンペーンを実施 
・6/10（日） 会計監査実施 
・6/10 （日）臨時理事会：総会準備及び新旧役員引継 
・6/15 （金） 6月理事会・総会・例会：2018年度事業計画の承認 
・6/28～7/3 横浜国際大会参加 延べ10名参加 
・7/20（金）理事会・例会：国際大会報告会、９月公開例会実施について、２０１８年度クラブ目標について 
・7/21（土） 26地区理事役員・委員長会議に出席（会計安田芳子、センチュリアン安田多賀子） 

松本 
№1522/43名 

目標：①女性・女児の支援 
・6/21（木） 総会・例会 
・6/23 （土）信州岩波講座/まつもと開催 
・6/28～ 横浜世界大会参加 
・7/19（木） 松本大学GZクラブと合同・移動例会（於：松本大学） 

名古屋SORA 
№1531/11名 

目標：①会員の増強を図る（新会員2名）②女性への暴力の撲滅と子供の虐待防止に向けた活動 
     （地域への広報活動・パンフレット作成等） 
・6/13（水） 総会・例会「年間行事について」 
・6/24（日） 理事会 
・6/29～7/3 世界大会参加 
・7/18（水） 例会「世界大会報告・ゾンシャンとして私たちにできること」・入会式 

かながわ 
№1598/12名 

目標：①今年は創立２０周年の為、記念行事を行う。 
       ②20年を機に活動内容を見直し、クラブの現状や社会情勢に合った活動を模索する。 
お知らせ：２０周年行事として、１２月１１日にインターコンチネンタルホテルでランチパーティーを致します。
ハープ奏者、松本花奈さんの演奏をお楽しみ頂きながらのランチを計画しております。皆様のご参加をお
願い申し上げます。 

横須賀 
№1665 / 6名 

目標：①地域でのゾンタクラブの活動を知ってもらい知名度をあげる ②会員を増強する。 
・6/3（日） 子育て支援（駅前県有地にサツマイモの苗の植え付）                 
・6/13（水） 横浜ＺＣギフトフェア説明会ホテルニューグランドスターライトルーム 
・6/17（日）子育て支援（ジャガイモ収穫祭）１１０kgの男爵イモとキタアカリが豊作で、 
 地域のみんなの食堂の食材に提供 （写真） 
・6/19（火）例会（横浜国際大会の役割分担とシフトの確認、エリアミーティングの議事録） 
・6/23（土）松本ＺＣ・信州岩波講座/まつもと「私たちの今」なかにし礼氏（キッセイ文化ホール） 
・6/28～7/3 横浜国際大会 PASIFICO横浜                  
・7/17（火）例会（横浜国際大会の感想と反省） 
・7/29（日）横浜ZC ギフトフェア出店（ホテルニューグランド）           

東京Ⅲ 
№1677/11名 

目標：現在支援している団体への、寄付以外の有意義な支援方法を検討、実施する 
・6/6（水） 定例理事会・例会 参加7名 
・6/28～7/3 横浜での国際大会参加５名 
・7/11（水） 定例理事会・例会 新入会員（２名）入会式  参加8名 
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クラブ トピックス 
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～東京Ⅰ～ 
東京ⅠソウルⅠ姉妹クラブ親睦夕食会 

 

～横浜～ 
大和田美智子様入会式 

 
 

～東京Ⅱ～ 
ソウルⅡと台北Ⅱとの懇親会 

 
 

～東京Ⅲ～ 
新入会員入会式 

 

     ～名古屋SORA～ 
  大嶋康代会員の入会式 

～横須賀～ 
横浜国際大会で 

 

名古屋SORAの皆様と 

  スマイルとハグで仲良く 

クラブ名 活動内容 

群馬 
№1890/6名 

目標：①会員増強 ②エリアミーティング開催に向けた準備、活動強化 
・6/18（月） 例会 
・6/29～7/2 国際大会参加 
・7/7（土） ランチ例会 
・7/18（水） 理事会 

山梨 
№1939/22名 

・目標：①支援先、寄付先への訪問活動、実態を知るために定期的に勉強会を設ける。 
     ②里親里子の抱える問題を知り、同じ目的を共有する地域の他団体と連携を図る。 
・6/21（木） 2018年度総会開催 
・6/23（土） 松本ゾンタクラブ岩波講座に参加 
・6/30（土） 横浜国際大会において日本航空高等学校Zクラブの太鼓隊がオープニングセレモニーにて
演奏する。 

三重 
№1971/ 27名 

目標：『女性の健康と食育』 
・6/8（金） 例会             
・7/13（金）例会 



クラブ名 イ ベ ン ト 

東京Ⅰ 
・新入会員歓迎お茶会：的場会長宅にて9月1日、14：30～16：00 
・東京Ⅰゾンタ第63回バザー：新宿京王プラザホテルにて：10月28日(日曜日)10時～16時開催 

横浜 
・8/11（土） 五大路子主演「横浜ローザ」観劇 
・8/21（火） 横浜市内の小中学生25名をスタジアム見学と横浜DeNA野球観戦へ招待 
・8/29（水） 納涼会 

東京Ⅱ  ・8/9（木）納涼例会 （横浜大会慰労会）予定 （京王プラザホテル五穀亭） 

岐阜  ・9/21（金）公開例会 

松本  ・10/18(木） 松本ゾンタクラブバザー 

名古屋
SORA 

 ・7/28（土） 愛・知・みらいフォーラム 2018年高校生夏休み国際理解教育特別講座に参加（2名） 

かながわ ・9/11（火） 卓話。茅ヶ崎子供園、和田園長より、ネグレクトの実情と問題点を伺う。 

東京Ⅲ 

・9/4 （火）東京Ⅲゾンタクラブ支援団体合同症例検討会 
 目的：支援先の対象ケースの課題を、他の支援先と共有することにより、それぞれの団体の活動 内容の 
         幅を広げ、対象者のニーズに幅広く応えられるような連携を模索する。 
・10/28（日）東京Ⅰゾンタクラブチャリティーバザー出店 

群馬 
・8/5（日）第6回群馬ゾンタまつり 
・8/16（日）鐘の鳴る丘 夏まつり露店お手伝い 

山梨 
・8/23（木） 移動例会・納涼会 
・松本ゾンタクラブのバザーに出店予定 

三重 
・6/8（金）  河原徳子先生による研修会「源氏物語を原文で読む」 
・7/29（日） 親睦会 
・10/12（金） 研修会 

  

8月 
東京Ⅰ 休会 横浜 ー 東京Ⅱ 9日（木） 岐阜 17日（金） 

松本 23日（木） 名古屋SORA 8日（水） かながわ 25日（土） 横須賀 21日（火） 

東京Ⅲ 3日（金） 群馬 4日（土） 山梨 23日（木） 三重 ー 

  

9月 
東京Ⅰ 15日（土） 横浜 12日（水） 東京Ⅱ 13日（木） 岐阜 21日（金） 

松本 20日（木） 名古屋SORA 19日（水） かながわ ー 横須賀 18日（火） 

東京Ⅲ 4日（火） 群馬 9日（日） 山梨 20日（木） 三重 14日（金） 

  

10月 
東京Ⅰ 27日（土） 横浜 10日（水） 東京Ⅱ 11日（木） 岐阜 19日（金） 

松本 25日（木） 名古屋SORA 17日（水） かながわ ー 横須賀 16日（火） 

東京Ⅲ 3日（水） 群馬 7日（日） 山梨 23日（木） 三重 12日（金） 
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☆大城 玲様（東京Ⅰ・6月1日付）学生 
☆大武 みなみ様（東京Ⅱ・6/21付）株式会社 ジェイアール東日本企画局次長 
☆福岡 貴子様（東京Ⅲ・6/1付）千代田区役所/女性相談員 
☆深井 牧子様（東京Ⅲ・6/1付）社会医学技術学院／広報   
☆竹腰 葵様 （三重・6/1付） (株)タケコシ商事 四日市市幕屋 
☆野田 恵子様 （三重・6/1付） ㈱野田米菓代表取締役  
☆丸山 律様 （三重・7/1付） ピアノ教師 
☆大嶋 康代様（名古屋SORA・6/1付）医療法人育徳会 居宅介護支援事業所管理者 
               
           
 
☆一ノ瀬 柴野様 （山梨・5/30付）家庭の事情         
☆原田 陽子様  （山梨・5/30付）海外転勤のため 

新入会員 

退会者 

2018年7月31日現在 
 12クラブ  218名 
 

エリア2会員数 


