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この度、日本で初めて開催された横浜国際大会を、２６地区の総力を持って盛会のう
ちに終えることができましたこと、改めてエリア 4 の皆様と共に祝いたいと思います。
僭越ながら、この度エリア 4 エリアディレクターを拝命いたしました。ゾンシャン歴
は来年で 30 年になりますが、ゾンタの活動に積極的に参加できるようになりましたの
は、長期の休会を経て、8 年ほど前に自クラブに復帰してからのことです。自分の生き
てきた歴史を大切にしながら、これから出会うエリア 4 のゾンシャンの皆様と過ごす時
間と、その素敵な関係を、私の宝箱に一つひとつ大切にしまっていこうと思います。
エリアディレクターとして地区とエリア内の各クラブのリエゾンとして機能できます
よう、また、誠実であることを常に心がけ、信頼を得られるエリアディレクターとして
成長できますよう、エリア 4 の皆様にご指導ご協力を賜りたいと存じます。今後２年間
どうぞ宜しくお願い致します。

神戸ゾンタクラブ
🌸8/22

ゾンタ講座「船から神戸港散策」ルミナス神戸ランチクルーズ

🌸10/28 ガレージセール（深田会員宅）🌸12/2 親睦会

輝くジュエリーと宝塚歌劇「ファントム」

沖縄ゾンタクラブ
🌸8/18

13:00～ 沖縄ゾンタクラブ

ゾンタ会員ミニバザー

（場所）ANA クラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー
🌸9/8

16:30～ 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

『大名まつり会場内』

フェニックス神戸ゾンタクラブ
🌸8/17

13：30～14：30

「真夏のロビーコンサート」

無料

（会場）兵庫県立総合リハビリセンター中央病院ロビー
（出演）ソプラノ 田中郷子氏
🌸1/27

11：00

黄色いピアノ演奏

内藤雪子氏

新年親睦交流会「ランチとお昼のコンサート」 有料（会場）神戸倶楽部

姫路ゾンタクラブ
🌸 10/25

チャリティーゴルフコンペ

福岡ゾンタクラブ
🌸10/6

18：00～

「チャリティーディナーショー」 （出演）村上ゆき氏
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8 月 1 日現在 エリア 4 会員数

268 名

徳島（16 名）
◇6/4 理事会◇6/8 徳島県女性保護協議会総会・講演会に 1 名出席
◇6/9 徳島県女性協議会総会に 2 名出席
◇6/29～7/3 横浜国際大会に 8 名出席

◇6/18 総会・例会

宝田寮長「夢をのせ、大空にはばたけ」

◇6/20 徳島県女性協議会理事会に出席

サギノーZC マリーマッケンジー氏と面会し交流する。◇7/9 理事会

◇7/23 例会 横浜国際大会の報告/ 50 周年記念事業の進捗状況確認等

鳴門（33 名）
◇6/9 徳島県女性協議会 2018 年度総会に 1 名出席 ◇6 /17 例会 新入会員入会式/横浜国際大会での協議事項
について協議

◇6/18 第 39 回鳴門ゾンタクラブ児童画展開催にあたり後援依頼に関係先を訪問

◇6/28～7/3 第 64 回 国際ゾンタ世界大会（横浜）に 12 名出席
心療内科医 海原純子氏)に 2 名出席

◇7/8 徳島県男女協調週間講演会(講師

◇7/17 例会 横浜国際大会出席報告/「国際ゾンタ百周年記念助成金」

について、8 月例会卓話について、9 月合同例会について協議

岡山（21 名）
◇6/5 理事会(ANA クラウンプラザホテル岡山にて）

◇6/20 研修会(和気町ヤクルト工場）

◇6/29～

◇7/10 理事会(ANA クラウンプラザホテル岡山にて）

2018 年国際ゾンタ世界大会(横浜)参加

◇7/18 例会(ANA クラウンプラザホテル岡山にて）

神戸（8 名）
◇6/7 理事会 ◇6/20 例会 ◇6/20～7/3 第 64 回横浜コンベンション参加 ◇7/12 例会◇7/17 理事会（例
会）

高松（42 名）
◇6/11 例会 中島由紀代さん入会式/ 平成 29 年度会計決算報告/ 新年度の委員会編成/ エリアミーティン
グ実行委員長選出/ 横浜国際大会での審議内容について確認

◇6/21 理事会

◇7/11 例会 6/22 の講演会参加報告/ 国際大会参加者代表 7 名による報告/ エリアミーティング実行委員 4
名の選出/ 真鍋洋子直前ガバナーより最後のガバナー報告と、会員一同からの感謝の花束贈呈
◇7/26 理事会

◇6/22 かがわ被害者支援センター・県警察協会開催の講演会に 5 名参加

沖縄（15 名）
◇6/16 役員会・定例会

◇6/29～7/2

第 64 回 国際ゾンタ横浜大会参加

◇7/21 役員会・定例会

北九州（28 名）
◇6/2 役員会

◇6/18 総会・定例会 ◇6/28～7/3 第 64 回国際ゾンタ世界大会 in 横浜（11 名参加）

◇7/7 役員会、国連ウィメン日本協会北九州支部バザー（1 名参加）

◇7/17 定例会

フェニックス神戸（9 名）
◇6/9 留学生茶道指導奉仕

◇6/12 理事会・例会

◇6/23 コーラスと国際料理(中国料理)を楽しむ(兵庫国

際交流会館）◇7/14「七夕・ゆかた会」留学生と日本の行事を楽しむ(兵庫国際交流会館）◇7/28 コーラス
とタイ料理(兵庫国際交流会館）

(7 月例会は会員の水害被災のために延期)

安芸コスモス（16 名）
◇6/12 役員会

◇6/16 WENET 総会

ツアー参加者との懇親会

◇6/29～7/1 移動例会・横浜世界大会

◇7/7 被ばく電車

◇7/26 総会
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◇7/5 横浜世界大会 岡山広島

◇7/31 ヒロシマ平和の灯のつどい

姫路（17 名）
◇6/25 ルーテルアフタースクールでのイベントで、お抹茶体験を行う。昨年までは、夏休み期間中に姫路ゾ
ンタクラブ独自のイベントとしておりましたが、
「子ども食堂イベント」と一緒に開催することで、大勢の方
に楽しんでいただけるものとなりました。

SEN 姫路（22 名）
◇6/13 理事会
活動資金授与）

◇6/20 例会 （姫路市と高砂市連合 PTA に協賛金授与、兵庫県立大学ゴールデン Z クラブに
◇6/23 兵庫県立歴史博物館ロビーコンサート後援・会員から同館にグランドピアノ寄贈

◇6/28～7/3 第 64 回国際ゾンタ国際大会(横浜)に 8 名参加

◇7/24「いきいき・わくわく・健康フェスタ」

開催

高松Ⅱ（10 名）
◇6/11 総会・例会

◇6/28～7/3 横浜国際大会参加

◇7/11 例会

◇7/23 児童養護施設亀山学園

読み聞

かせボランティア実施

福岡（31 名）
◇6/6 役員会(山田屋ビル 5 階）◇6/18 例会・総会・新入会員歓迎会

◇7/12 役員会(山田屋ビル 5 階）

◇7/23 例会(グランドハイアット福岡）

徳島ゾンタクラブ
横浜国際大会で、選挙により 2018～2020 年国際ゾンタの会計/書記に就任し
た Mari Mckenzie 氏。彼女の所属するサギノーZC は徳島 ZC 創立に大きく関わ
ったクラブです。彼女は徳島 ZC 25 周年記念式典に来られ、2012 トリノ国際大
会でもお会いしました。横浜で感激の再開、交流をすることができました。
鳴門ゾンタクラブ
6/17 例会において新入会員入会式を行いました。推薦者からの紹介後、
新入会員お二人の入会動機や抱負が述べられました。会長からはクラブ
会則・ゾンタバッジ・黄色のバラがお二人に贈呈されました。
岡山ゾンタクラブ
6 月 30 日、国際ゾンタ世界大会（横浜）開会式に参加しました。
三宅定子大会実行委員長のもと、第 64 回国際ゾンタ世界大会が無事終わり、
安堵しております。日本のゾンシャンの方々のご協力に感謝致します。
ありがとうございました。
高松ゾンタクラブ
6/29～7/3 横浜国際大会に、当クラブより 24 名が参加。
真鍋洋子ガバナー（当時）が、開会式でのフラッグ入場、ホスト国ガバナー
としての英語での歓迎スピーチなど最後の責務を果たされ、最終日のクロー
ジングセレモニーにて、無事、交代式を終えられました。
２年間、本当にお疲れさまでした。
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フェニックス神戸ゾンタクラブ
・6/30 横浜大会参加者 5 名とゲストでランチ会「横浜なだ万」にて
・7/1 岡山ゾンタクラブ 40 周年記念・台中ゾンタクラブとの交流会
に出席
横浜美術館内レストラン「ミュゼ」にて
・7/14 留学生とともに「七夕 ゆかた会」開催
安芸コスモス
7/5 横浜世界大会岡山広島ツアー参加者の方々と夕食を共
に楽しいひと時を過ごしました。広島はあいにくの雨でした
が、広島平和記念資料館では被爆者の証言を熱心に聞かれて
いました。夕食の welcome party ではソプラノ歌手による演
奏会、広島の障碍者施設でのお土産物販売などをしました。
姫路ゾンタクラブ
横浜世界大会において、姫路ゾンタクラブの「デート DV 啓発パンフ
レット」について、share your story で発表させていただきました。
26 地区から唯一の発表であったことから非常に緊張しましたが、大変
いい経験をさせていただきました。
SEN 姫路ゾンタクラブ
・横浜国際大会期間中に岡山 ZC と台中 ZC の姉妹提携 25 周年交流会
に祝賀参加した。
・7/24 心と体の健康を考える「いきいき・わくわく・健康フェスタ」
を開催。バザー、料理教室、体操教室、体成分計測、コンサート、
ミュージカルなどの多彩な内容に、多くの方から「楽しくために
なった」等の感想をいただいた。
福岡ゾンタクラブ
・6/10 ラブアースマリゾン海岸清掃活動（9：00～百道浜海岸）
・6/26～6/29 SOS 子供の村 募金（ブティックへイル）
・6/29～7/3 ♯64 国際ゾンタ世界大会(パシフィコ横浜)

新入会員

✣鳴門ゾンタクラブ
✣高松ゾンタクラブ

山田 康江 様
中島 由紀代 様

復帰会員

✣沖縄ゾンタクラブ

玉里 真理子 様

斎藤 通子 様

退 会 者 ✣福岡ゾンタクラブ 近藤 英子 様 ✣北九州ゾンタクラブ 香川 稔子 様(ご逝去）
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