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1. 児童婚を終わらせる
2. “Zonta Says NO!” ”He For She”活動の推進

2018～2020

3. 「同一労働同一賃金」の法制化推進
4. ４つの奨学金制度すべてに応募

国際ゾンタ 26 地区目標

5. 100 周年に向けての活動展開
6. 会員増強

ご

挨

拶

7 月、8 月と立て続けに起きた豪雨や地震災害により 26 地区全体が甚大な被害を受けました。災害
に遭われた地域の皆様に、お見舞いを申し上げますとともに、一日も早く日常を取り戻され、元気に
なられることをお祈りいたします。
そして、先日、前期 26 地区国連委員長の北九州ゾンタクラブ三隅佳子様がご逝去されたことを、
エリア 4 の皆様が、どれほど残念に思い寂しく思われているか存じています。三隅様が舞台に立たれ
た瞬間、皆の心をつかんで離さなかったあの声、あの口調が思い出されます。国際ゾンタのみならず、
我が国における女性の地位向上に多大なる貢献をされた、誇らしい私たちの先輩ゾンシャンのご冥福
を心からお祈りします。
さて、
11 月 25 日～12 月 10 日は、
国際ゾンタにおける女性や女児に対する暴力防止を訴える”Zonta
Says No！”週間です。エリア 4 の各クラブにおかれましても素晴らしいアイデアで“Zonta Says
No！”を地域に広く知らせ、行政に働きかけるべくアドボカシー計画を進めてくださっていることと
思います。今期の 2 番目の地区目標を実践し、そして、その実践は 1 番目に掲げられている「児童婚
を終わらせる」に繋がる活動の一つとなるはずです。皆で推進しましょう！

鳴門ゾンタクラブ
🌸11/3～11/5
🌸11/3

第 39 回鳴門ゾンタクラブ児童画展 ＆“Zonta

Says

第 16 回「図書館に本を贈るためのチャリティーバザー」

岡山ゾンタクラブ
🌸10/29 岡山高島屋にてバザー
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No！”キャンペーン

神戸ゾンタクラブ
🌸10/28 ガレージセール
🌸12/ 2 親睦バスツアー 宝塚歌劇
🌸11/15 ともに学ぶ神戸ゾンタ講座「子供に教育、女性に仕事を。フィリピンの現状」
講師：認定 NPO 法人

アクセス理事・事務局長

野田沙良（さよ）氏

北九州ゾンタクラブ
🌸12/24

18：00～「ハートフルパーティー」
（出演）Le Velvets（会場）リーガロイヤルホテル小倉

フェニックス神戸ゾンタクラブ
🌸11/ 2 留学生会館ウエルカムパーティー参加
🌸12/ 9 兵庫国際交流会館

文化祭にて茶道奉仕、ゾンタコーラスとして出演

🌸 1/27

11:00

🌸 2/15

13:00 「早春のロビーコンサート」

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

（会場）兵庫県総合リハビリセンター

高松ゾンタクラブ
🌸2019 年 2/21

10:00～16:00

第 26 回ゾンタチャリティーバザー（会場）高松センタービル 12 階

安芸コスモスゾンタクラブ
🌸12/3 18：30～21：00
第 15 回チャリティーディナーコンサート
『木原朋子 魅惑＆驚き 箏の世界』
会費：11,000 円（ディナー付） 会場：リーガロイヤルホテル広島
姫路ゾンタクラブ
🌸10/25 チャリティーゴルフコンペ
🌸11/18 あいめっせフェスティバル 🌸2019 年 3/12 ローズデーチャリティー講演会
SEN 姫路ゾンタクラブ
🌸11/ 2 13：00～
於：姫路キャスパホール
『姫路市連合 PTA 協議会創立 70 周年記念式典・記念講演』開催（SEN 姫路協賛後援事業）
🌸11/18 10：00～15：00
（会場）あいめっせ 4 階第 4・5・6 会議室
あいめっせフェスティバル『あいめっせ保健室』開催
医療関係者が身体健康上の相談にお答えしたり、体成分測定を行います。
🌸2019 年 3/16

14：00～

兵庫県立歴史博物館：ロビーコンサート 後援

🌸2019 年 3/25 13：30～16：00 （会場）パルナソスホール
音楽家を目指す若者応援コンサート『第 5 回ステラ・ケ・ブリラ（輝く星）』開催
高松Ⅱゾンタクラブ
🌸11/12 『和（なごみ）コンサート』に協賛 （会場）香川県西部養護学校
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（出演者／村上ゆき さん）

表

彰

安芸コスモスゾンタクラブ
長年のご功績により、
「広島いのちの電話」から感謝状が
贈呈されました。おめでとうございます。
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10 月 1 日現在

エリア 4

会員数

265 名

徳島（16 名）
◇8/4 フレアシネマ劇場（県女性協議会主催）「父と暮らせば」上映担当 アスティときわホール
◇8/6 理事会

◇8/20 例会

◇8/22 徳島県女性協議会理事会に会長出席

◇9/17 鳴門・徳島合同例会（鳴門担当

◇9/3 理事会

モアナコースト）

卓話：鳴門教育大学大学院准教授

坂本有芳 様「エシカル消費を学び、考え、実践しよう」

鳴門（33 名）
◇8/18「新庁舎建設に関する市民会議」第 2 回に会長出席◇8/24・9/28「第 16 回子どものまちフェスティバ
ル」運営委員会にアドボカシー委員長出席

◇8/17 例会

卓話「地震、豪雨災害から身を守るためには！」

講師：徳島県防災人材育成センター鎌谷真梨子氏。国際ゾンタ百周年記念助成金について支援先を協議
◇9/17 第 36 回徳島・鳴門合同例会
大学院

坂本有芳 氏。“Zonta

Says

卓話「エシカル消費を学び、考え、実践しよう」講師：鳴門教育大学
No！ ”キャンペーンを児童画展と同時開催とすることに決定。

岡山（21 名）
◇8/22 例会（ANA クラウンプラザ岡山にて）国立大学法人岡山大学 副理事（国際担当）横井 篤文氏による
「持続可能な開発目標（SDGｓ）と岡山の取り組みについて」をテーマに基調講演をして頂きました。
国際ゾンタ 26 地区ガバナー 木下彰子氏と、国際ゾンタ 26 地区エリア 4 ディレクター 和田津美智代氏をお
迎えしました。素晴らしいお話に一同感激しました。

神戸（8 名）
◇8/22 納涼移動例会

ルミナス神戸クルーズ

◇9/20

理事会、例会

高松（43 名）
◇8/10

夜間例会、卓話『子どもたちの幸せをねがって』講師：高松ゾンタ会員

◇8/27

高松大学 GZ クラブ定例会に 5 名で参加。4 名の新入会員を迎え、活発な活動をしています。

◇8/30

理事会

IT 勉強会

9 月例会の議事内容を審議

橋本美香さん

◇9/11 例会、会員の佐藤智美さん（web マスター）による

◇9/27 理事会、10 月例会の議事内容を審議

沖縄（15 名）
◇8/18 沖縄ゾンタクラブ「役員会」
「定例会」AM11：00～
◇9/6 ゾンタバザー開催準備
バザー」

ANA クラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー

◇9/7 沖縄ゾンタクラブ「ミーティング」◇9/8 沖縄ゾンタクラブ「ゾンタ

場所：特別養護老人ホーム 大名

北九州（26 名）
◇8/4 役員会 ◇8/20 定例会（西南女学院大学ゴールデン Z クラブに活動資金授与）◇ 9/1 役員会
◇9/5「女性政策の推進について小川県知事との交流懇談会」に 3 名参加

◇9/18 定例会（エリア 4 エリア

ディレクター和田津美智代様、西南女学院大学ゴールデン Z クラブ 5 名出席）

フェニックス神戸（9 名）
◇8/17 8 月理事会、例会（兵庫国際交流会館）◇9/8 茶道指導奉仕 兵庫国際交流会館（留学生会館）
◇9/11 9 月理事会、例会（兵庫国際交流会館）◇9/22 コーラスと国際料理を楽しむ（留学生会館）
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安芸コスモス（16 名）
◇8/11～17 せこへい美術館 会員参加
◇9/25 例会

◇8/21 役員会

持ち寄りオークションと卓話（ハチドリ舎

◇9/14 役員会
安彦氏）

姫路（17 名）
◇8/23 プログラム・会員委員会
◇9/4

奉仕委員会

◇8/27 あいめっせ登録団体連絡会 書面出席

◇9/11 プログラム・会員委員会

SEN 姫路（22 名）
◇8/5、9/15

兵庫県立歴史博物館ロビーコンサート後援 ◇8/22 理事会、納涼例会 ◇9/12 理事会

◇9/19 例会 ◇9 月：
『プラスワンで健康朝食』チラシを姫路市立小学校及び高砂市立小学校全児童等に配布

高松Ⅱ（10 名）
◇8/31 毎年行っている児童養護施設 亀山学園「読み聞かせレポート vol.5」を作成
◇9/12 例会（11 月実施の和コンサートの打ち合わせ等）

福岡（29 名）
◇8/8、9/5 役員会（山田屋ビル 5 階）◇8/20 例会（グランドハイアット福岡／テレビ取材有り）19：30～
チャリティーディナーショー試食会 ◇9/10 例会（グランドハイアット福岡）

徳島ゾンタクラブ
8/4 徳島県女性協議会主催のフレアシネマ劇場「父と暮らせば」上映の受付・映画の説明
を担当した。原爆投下を生き残った後ろめたさを感じて暮らす娘・美津江（宮沢りえ）の
家に、直撃を受け死亡した父・竹造（原田芳雄）が幻となって現れ、時に娘を楽しませ、諭
し、助言する、という 2 人芝居に近い映画を、約 100 人が鑑賞した。上映の前には、国際ゾ
ンタや徳島ゾンタクラブの活動を報告する時間もあった。
鳴門ゾンタクラブ
8/17 例会で徳島県防災人材育成センター 鎌谷真梨子氏に
「地震、豪雨災害から身を守る為には！」と題してご講演
いただきました。防災ハンドブック、タスカル備蓄食、
携帯トイレと使い方パンフ等の資料と共に、具体的な対処
について学び、大変勉強になりました。
岡山ゾンタクラブ
9/19 日本料理 ひかり で、お月見例会を行いました。
新しく入会した方も参加し、ゾンタについて諸先輩方
から話していただき、和やかに過ごしました。
フェニックス神戸ゾンタクラブ
8/17 兵庫県総合リハビリテーションセンター中央病院ロビ
ーにて「真夏のロビーコンサート」を開催。ソプラノ田中郷子氏
黄色いピアノ演奏 内藤雪子氏により「川の流れのように」やオ
ペラの歌曲等、最後の「みんなで歌いましょう」コーナーまでの
40 分余を、一緒に歌ったり、体でリズムをとったりしながら、楽しいひとときを過ごした。
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沖縄ゾンタクラブ
9/8 PM5：00～
参加者：300 名
「沖縄ゾンタクラブ ゾンタチャリティーバザー」開催
場所：特別養護老人ホーム大名『大名まつり会場内』
姫路ゾンタクラブ
8 月の例会では、川口会員に戦争体験についての講話をして頂きま
した。女学校時代に戦争、特に姫路空襲を経験された際の様子や当時
の心理状況等についてさまざまな資料と共に話をして頂き、戦争で
女性や子どもが犠牲になっていく事の恐ろしさを実感しました。
北九州ゾンタクラブ
9/18 定例会にエリア 4 エリアディレクター和田津美智代様がご参加くださり、人との
出会いやご縁を大切にされていることをお話しくださいました。
GZ のメンバーには「素敵な人にたくさん出会って、素敵な大人
になってください。
」とのメッセージをいただきました。
一方、残念なことですが、北九州のみならず、国際ゾンタ
26 地区に対して多大なるご功績を残された三隅佳子様がご逝去
されました。ご冥福をお祈りいたします。
SEN 姫路ゾンタクラブ
『プラスワンで健康朝食』チラシ（女子栄養大学名誉教授/
金田雅代先生監修：
「欠食児童」を無くす為に、ファースト
フードでもプラスワンで栄養バランスをとるヒントを網羅）
を姫路市立小学校及び高砂市立小学校全児童（約 36,000 人）
等に配布。
高松Ⅱゾンタクラブ
毎年、夏休み恒例となった、児童養護施設 亀山学園にて
読み聞かせ、ゲーム、クイズなどのボランティアを実施しま
した。参加児童 30 名弱、年齢も様々でしたが、お子さん達
の好奇心の強さ、可能性の素晴らしさを感じた一時でした。
小さな活動ではありますが、これからも続けていけたらと思
います。
福岡ゾンタクラブ
10/6 チャリティーディナーショーの広報活動
・TV のゾンタ例会取材 ・TV、ラジオでの 村上ゆき さんご本人からのご紹介
・ラジオでのゾンタ会員からの紹介 等

新入会員
✣岡山ゾンタクラブ
三宅 小百合 様
退 会 者
✣安芸コスモスゾンタクラブ
光井 安子 様 （6 月退会）
✣北九州ゾンタクラブ 三隅 佳子 様（2018 年 9 月 7 日ご逝去）
✣福岡ゾンタクラブ
松浦 かおり 様 （9 月退会）
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お詫びと訂正
エリア通信 8 月 1 日号でご紹介し
ました鳴門ゾンタクラブ新入会員
の山田 康江様は

正しくは泰江

様でした。お詫びして訂正します。

