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国際ゾンタ26地区 2018-2020年目標
１．児童婚を終わらせる
２．”Zonta Says NO” “HeForShe”活動の推進
３．「同一労働同一賃金」の法制化推進
４．４つの奨学金全てに応募
５．100周年に向けての活動展開
６．会員増強

～ AD便り～
今夏は酷暑に加え、日本中が豪雨、台風、地震と自然災害に見舞われ、心が痛むばかりです。
今夏は酷暑に加え、日本中が豪雨、台風、地震と自然災害に見舞われ、平穏無事の生活を送ることが出来る有難
さ、幸せをつくづく感じた夏でございました。被災されました方々には心よりお見舞い申し上げます。
8月3日、東京Ⅲゾンタクラブの例会に訪問いたしました。場所は
浅野万里子会員がご自宅を解放して下さり、6時半から始まり8名が
ご出席されました。右の写真でもお判りのようにソファに座りながら
テーブルをはさみ、会員同士の距離が近くお一人お一人が積極的に
自由にご意見や感想を語っておられました。とても和やかで、驚くことに
出席されたお二人はまだ新入会員でいらっしゃるにも関わらず、もう
何年もいらっしゃるかのようにすっかりクラブに溶け込んでおられました。
議題の一つは、10月28日に開かれます東京Ⅰゾンタクラブバザーに出店
される時に販売する品物を選ぶことでした。北海道にご旅行された会員の
方が色々サンプルを買ってこられ全員で味見をし、てきぱきと品物を
選んでおられました。比較的少人数のクラブですが、会員お一人お一人の
ご意見がクラブ運営に反映され、少人数ならではの良さが出ているクラブ
と拝察いたしました。
最初のクラブ訪問で緊張して伺いましたが、アットホームな例会に訪問させていただき、会員の皆様方と親睦を深
めることができました。
季節の変わり目でございますので、皆様くれぐれもお身体お大切になさって下さい。

新入会員
●新入会員
☆尾崎弥生様（松本ZC 8月23日付） 医師

Welcome to
ZONTA!！

エリア２会員数
2018年9月30日現在
12クラブ 220名 （＋2名）
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クラブ トピックス
～ 群馬ゾンタクラブ ～

集合写真（挨拶をして下さった前橋市長、教育長も写っています）

高校茶道部のチャリティー茶席

地元新聞（上毛新聞）に掲載

～横浜ゾンタクラブ～

～
子どもたち25人と野球観戦

～岐阜ゾンタクラブ～

DVについてのパネル展示

鐘の鳴る丘の夏祭り

～三重ゾンタクラブ～

～
お楽しみ会

～松本ゾンタクラブ～

2
公開例会

横浜世界大会出席会員24名の納会

クラブ活動報告
クラブ名
東京Ⅰ
№492 / 15名
的場博子会長

活 動 内 容
・8月はクラブ例会も夏休みでしたが、バザー委員会打合わせが8月10日に行われました。
・9月現在は10月のバザーに向け、会長とバザー委員長のもと会員一丸となって準備中です。
・クラブの国連・国際委員会からはAlexandra Van Bastelaer 様を忘年例会にご招待しました。
・クラブ員各々で、会員増強のための活動を展開中です。
三隅佳子様のご逝去、驚きと共に悲しみでいっぱいです。人生100年時代と言われる昨今、
84歳でのご逝去、たいへん残念に存じました。三隅佳子様がゾンタのために成し遂げてこられ
た、様々な意義深い事々を思い起こしながら、東京Ⅰ会員全員は、ご冥福を心よりお祈り申
し上げます。
横浜
・8月21日（火）子供たち25名と付添い5名、計30名をスタジアム見学と野球観戦へ招待（写真）
№594 / 19名
・8月29日（水）かながわと横須賀両クラブ会長を交えて納涼会
佐藤惠子会長
・9月12日（水）例会 ・9月26日（水）理事会
東京Ⅱ
・8月23日（木） ゲストを交えて横浜国際大会報告慰労会開催
№1071 / 23名
・9月13日(木)例会時 ミロスアカデミー講師・教育コンサルタントの品田奈美様のDV問題及び自分
後藤愛子会長
の意識を変えることによって“子供に伝えたい”もっと本質を知ろうとのことで勉強会をいたしました。
今後の活動に活かせればと思っております。
岐阜
・8月7日（火）臨時理事会（3月開催のチャリティーバザー・3月8日ゾンタデー・9月公開例会・岐阜ゾ
№1078 / 23名
ンタクラブ賛助会員制度について協議）
安田多賀子会長 ・8月17日（金）8月理事会・例会
・9月21日（金）9月理事会・公開例会（写真）
年に一度の公開例会は一般の方の参加の元、ミニ例会、講演会の2本立てで開催しました。
講師は、岐阜薬科大学名誉教授の葛谷昌之様をお迎えして「コラーゲンをもっと知ろう」「温暖化の
自然環境への影響」をユーモアたっぷりの講述でとても楽しく為になる講演でした。
一般参加者70名の皆様には十分ゾンタを理解していただけたことと実感しました。
松本
・8月2日（木）理事会 ・8月23日（木） 例会 信州岩波講座／まつもと実行委員会への出席
№1522 / 44名
・9月6日（木）理事会 ・9月20日（木） 例会
遠山雪子会長
・9月30日（日） 親睦旅行（飯田方面 24名参加）
ニュース：横浜世界大会出席会員24名の納会を喫茶「山雅」で実施。（山雅はJ2リーグ最上位チー
ム）素晴らしい体験話と会員の強い絆で大盛会でした。（写真）
名古屋SORA
・8月5日（日）理事会
№1531 / 11名
・8月8日（水）移動例会 親睦会「リッチな夏のバイキング」
久田礼子会長
・8月26日（日）子供の権利擁護セミナー 参加１名
・9月2日（日）理事会
・9月9日（日）愛知国際女性映画祭2018 参加8名
・9月19日（水）例会「笑いヨガを体験しましょう」 講師：西垣裕里氏（認定ライフヨガ講師）
・9月29日（土）理事会
・８月２５日（土）８月の例会では親睦会と、ご厚意で会の運営をお手伝い頂いた方のご栄転に伴う
かながわ
№1598 / 13名
送別会を兼て行う。
・９月１１日（火）第３回例会、理事会を開催。同時に卓話会を行う
清水佳子会長
卓話会：茅ヶ崎子ども園、和田園長ご夫妻による講演「子供の保護と指導育成の歴史、虐待児へ
のサポート体制の実情」戦後６０年に渡り施設での子供の保護、育成にあたっていらっしゃる実
体験を基にした講演で、支援側の私達に問題点を含み深く考えさせられる講演でした。
横浜ゾンタクラブの佐藤会長、横須賀ゾンタクラブの地主会長がご参加下さいました。
ゲストで、横浜国大人間科学部、藤掛教授。白楽腎クリニック伊藤院長がご参加下さいました。
例会には東京Ⅱゾンタクラブより、石川様、石山様が例会代替出席されました。
クラブの催事、運営に関し地域、規模の違うクラブからの貴重なご意見を頂きました。石川様、
石山様共に卓話講演もご出席下さいました。
横須賀
・８月21日（火）例会（ガバナー通信、エリア通信、コンベンション反省、地区費エリア費支払い、エリ
№1665 / 6名
アミーティング議事録検討）
地主ちづ子会長 ・８月29日（水）横浜ＺＣ納涼会参加（ホテルニューグランドたん熊）
・９月11日（火）かながわＺＣ卓話会（児童養護施設こどもの園和田直熙園長ご夫妻のお話、戦後横
浜桜木町で戦災にあったこどもたちとテント生活からはじまり、７９年に茅ヶ崎に移転。３４名の子供
たちを家庭に近い小舎制で暮らしていること、住み込みで子供の相手をしてくれる保育士さんが少
ないこと、子供たちには、なるべく資格を取るようにして、１８歳になると卒業していくこどもたちの自
立に役立つ方向に普段からの学習に、公文式をとりいれている。「共に住まう」「みんないっしょに生
きていこう」有意義なお話でした。）横浜インターコンチネンタルホテル30階
・９月18日（火）例会（リーダーシップ開発に関するアンケート、１００周年記念プロジェクト、３クラブ合
同例会、市民まつりフリーマーケット参加の件、エリアミーティング写真の件）
・9月２８日（金）市民まつりフリーマーケット申込み抽選（商工会館）
東京Ⅲ
・8月3日 （金）定例理事会・例会 参加8名 ゲスト矢﨑和喜子AD
№1677 / 11名 ・9月4日（火）事例検討会を予定していたが、台風のため中止し、11月22日（木）に延期した。
山田千鶴子会長 ・9月14日（金） 定例理事会・例会 参加5名
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群馬
№1890 /6名
飯島百合会長

山梨
№1939 / 22名
窪田明美会長
三重
№1971 / 27名
高木久代会長

・8月4日（土） 群馬ゾンタまつり準備
・ 8月5日（日） 群馬ゾンタまつり開催 （写真）
・8月18日（土） 鐘の鳴る丘「夏祭り」参加 （写真）
・8月20日（月） 理事会
・8月29日（水） ステップぐんま訪問
・9月1日（日） 例会 及び 群馬ゾンタまつり反省会
・10月１日（日） 理事会
・10月12日（土） 例会
障害者就労支援「コミュニティ喫茶にじいろ」訪問 防火訓練見学
卓話「障害者就労支援事業について」：講師 五十嵐秀子会員
・8月23日（木）移動例会（割烹、八嶋にて）
・9月22日（土）ミュージカルに支援先の親子等を招待
・8月25日（土）17時～21時 お楽しみ会：津市「入栄軒」で会食 （写真）
・9月14日（金）18時～21時 例会
ニュース：初めてのお楽しみ会をクラブ会員のお店をお借りし、ワインとフランス料理をコースで
堪能いたしました。普段とは違った親睦が深められ、とても楽しく過ごさせていただきました。
・10月から毎月お誕生会を開催し、自己アピールの機会を作ることになりました。

クラブ名

イ ベ ン ト

東京Ⅰ

・10月28日（日）東京Ⅰゾンタ第63回バザー：新宿京王ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 10時～16時開催
・12月15日（土）東京Ⅰゾンタ忘年例会：新宿京王ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ： 例会17時～,忘年会18時半～

横浜

・12月12日（水）クリスマスチャリティーコンサート

東京Ⅱ

・10月20日（日）恵泉女学園大学にて開催される日韓国際シンポジウムに参加
・11月4日（日）恵泉女学園大学恵泉祭 GZクラブ活動報告会参加

岐阜

・12月12日(水)チャリティコンサート

松本

・10月18日（木） 松本ゾンタクラブチャリティーバザー（会場 ホテルブエナビスタ）
・同 寄付金贈呈式（チャリティーバザー時）

名古屋SORA

・11月3日（土）ひかりのさとバザー

かながわ

・12月11日（火） かながわゾンタクラブ２０周年記念クリスマスチャリティーコンサート。
横浜インターコンチネンタルホテルにて開催予定。

横須賀

・10月21日（日） 市民まつり フリーマーケット（運動公園）

東京Ⅲ

・10月28日（日）東京Ⅰゾンタクラブチャリティーバザー出店
・11月22日（木）９月４日に予定し、台風のため中止となった東京Ⅲゾンタクラブ支援団体合同症例検
討会（第１回）を開催。
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。

山梨

・10月4日（木）「里親の日」啓発キャンペーンに参加予定。
・10月18日（木）松本ゾンタクラブ主催のバザーに出店予定。
・11月の例会にて支援先の皆様との交流会を予定しています。

三重

・10月12日（金） 新入会員入会式（３名）および 第２回クラブ会員研修会
・11月10日（土）～11日（日） 鈴鹿医療科学大学大学祭へ、クリスマスグッズなど創作ブースを出店
・12月14日（金） 第３回クラブ会員研修会

10月

11月

12月

東京Ⅰ
松本
東京Ⅲ
東京Ⅰ
松本
東京Ⅲ
東京Ⅰ
松本
東京Ⅲ

27日（土）
25日（木）
3日（水）
17日（土）
15日（木）
2日（金）
15日（土）
20日（木）
4日（火）

横浜
名古屋SORA
群馬
横浜
名古屋SORA
群馬
横浜
名古屋SORA
群馬

10日（水）
17日（水）
12日（金）
14日（水）
21日（水）
10日（土）
ー
19日（水）
8日（土）

東京Ⅱ
かながわ
山梨
東京Ⅱ
かながわ
山梨
東京Ⅱ
かながわ
山梨

11日（木）
9日（火）
25日（木）
8日（木）
13日（火）
15日（木）
13日（木）
11日（火）
20日（木）

岐阜
横須賀
三重
岐阜
横須賀
三重
岐阜
横須賀
三重

19日（金）
16日（火）
12日（金）
16日（金）
20日（火）
16日（金）
21日（金）
18日（火）
14日（金）
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