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～AD便り～
街にジングルベルが流れ、クリスマスツリーが美しく飾られる頃となりました。
この2か月間に2つのクラブを訪問してまいりました。10月25日にはエリア2内で一番会員数の
多い松本ゾンタクラブを訪問いたしました。33名が参加され、大人数にも関わらず驚くほど
段取り良く、穏やかな遠山会長のリードで明るく和やかな雰囲気で例会が始まりました。
一週間前に開催されましたチャリティーバザーの報告がテキパキと担当者の方々が報告され
ました。バザーは大盛況でしたが、それぞれのコーナーでのご苦労もユーモアたっぷりに
報告され笑いの絶えない報告会でした。全員参加型の例会で会員の皆様がそれぞれの
得意分野を活かし、お互いを信頼しておられ、ゾンシャンであることを全員が楽しんでおられる
ご様子にエリア2を引っ張っていただける力強さを感じました。
11月16日には三重ゾンタクラブを訪問しました。鈴鹿医療科学大学の教室で開かれ
18名（ゲスト2名）が出席されました。今年の3月に設立された26地区で一番若いクラブとは
思えないほど、明るくユーモア溢れる高木会長のリードできっちりと例会は進行しました。
新会員の入会式も規定通り執り行われ、前週に開かれた大学祭の出店の報告も楽しそうに
自由に意見を述べ合っておられました。例会資料はプログラム、受信された資料、クラブ内規、
クラブ組織表、会員名簿等を含む24頁にもおよぶ冊子にまとめられ全員に配布されました。
会員同士の親睦と情報を共有することに力を注いでおられることで、全員が同じ目的に
向かって協力しながら活発に活動されておられるご様子に感心しました。
10月28日には伝統ある東京Ⅰゾンタクラブのチャリティーバザーに参加させていただき楽しいひと時を過
ごしました。11月3日には大津ゾンタクラブ20周年記念の華やかなで、温かい、笑顔であふれた祝会に参加
させていただき、翌日は第2回地区理事会に出席しエリアミーティング等について話し合いました。この2カ
月はあっという間に過ぎてしまい、気が付くと今年も残り少なくなってまいりました。
新年も皆様お一人お一人にとりまして明るくご健康に恵まれた一年でありますようお祈りいたします。

新入会員
☆高橋真理様 （かながわZC 8月4日付）不動産管理業
☆伊藤澄子様 （かながわZC 10月1日付） 医師
☆中込 圭子様（山梨ZC 11月1日付） 中込設備会計
 転籍会員
☆斉木聖佳様（北九州ZCから東京ⅢZC 12月1日付）

Welcome to
ZONTA!！

エリア２会員数
2018年11月30現在 12クラブ 221名
物故者
奥村美智子様（８５歳） 平成30年10月18日 ご逝去
岐阜ゾンタクラブのチャーターメンバーとして34年間熱心にご活動されました。
葬儀の中で喪主であるお嬢様が、「母は、ゾンタクラブの活動をとても楽しみにしていました。
落ち着いたならば是非ゾンタクラブに入会したい」とご挨拶されました。（岐阜ゾンタクラブ）
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
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クラブ トピックス
～ 東京Ⅱ ～

～ 名古屋SORA～

Zonta International 99回目のBirthdayお祝い

ひかりのさとバザーに参加

～ 横浜 ～

～ 松本～

横浜国際大会アシストクラブ合同慰労会。国際大会実行委員長の三宅
定子様、山本蒔子様と事務局長の豊田由起子様がご出席下さいました。

松本ゾンタクラブチャリティバザー

～三重～

～横須賀～

鈴鹿医療科学大学大学祭に出店
～東京Ⅲ
～

市民まつり・フリーマーケット

卓話会「DVにNO!と言いましょう」

東京Ⅰチャリチィーバザーに出店
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クラブ活動報告
クラブ名
東京Ⅰ
№492 / 15名
的場博子会長
横浜
№594 / 19名
佐藤惠子会長

活

動

内

容

・東京Ⅰゾンタ第53回バザー：新宿京王ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ：10月28日(日曜日)10時～16時開催。
・11月例会で、バザーの報告会開催、分析を行い次の予約を開始しました。
・引き続き、クラブ員各々で、会員増強のための活動を展開中です。
・10月10日（水）例会
・10月18日（木）松本ゾンタクラブバザー見学2名
・10月28日（日）東京１ゾンタクラブバザー1名出席
・10月28日（日）横浜国際大会アシストクラブ合同慰労会6名出席 （写真）
・11月3日 （土）大津ゾンタクラブ20周年記念式典2名出席
・11月14日（水）例会
東京Ⅱ
・10月20日（日）恵泉女学園大学にて日韓国際シンポジウムに７名参加
№1071 / 23名
「女性活躍の時代の新しいリーダーシップとは」
後藤愛子会長
基調講演 恵泉女学園大学 大日向 雅美 （学長）
韓国 梨花大学 金 恵 淑 （総長）
「生涯就業力」育成・21世紀における女子大学のあり方・平和への女性のリーダーシップ
「恵泉女学園大学の平和学」の役割
・11月 4日（日）恵泉女学園大学恵泉祭 ５名参加GZクラブ活動報告
ゾンタクラブ支援の恵和会・KEESの活動を通しての発表会
・11月 8日（木）Zonta International 99回目の Birthdayお祝いをして会員と記念写真撮影 （写真）
女性障害者支援の今後のあり方について検討（規約の見直し等）
岐阜
・10月19日（金）10月例会・理事会
№1078 / 22名
＊2019年度の奉仕先の検討（会員アンケート実施）国際ゾンタ、２６地区及岐阜クラブの目標の
安田多賀子会長
確認と今後の奉仕活動について再度審議することとなる。
・11月3日（土）大津ゾンタクラブ設立２０周年記念行事に参加（５名）
・11月16日（金）11月例会・理事会
＊「チャリティーの夕べ２０１８」ディナーの試食会
参加者、奉仕先等の報告とその他確認
＊各委員会報告
松本
・10月18日（木） 松本ゾンタクラブチャリティバザー、寄付金贈呈式（写真）
№1522 / 44名
・10月25日（木） 松本ゾンタクラブ例会、矢﨑和喜子エリア２ＡＤ・クラブ訪問
遠山雪子会長
・11月15日（木） 松本ゾンタクラブ例会、会員勉強会「ＳＤＧｓのＧｏａｌ５、経過と関連アドボカシー委員会
・11月22日（木） 「信州岩波講座/まつもと」２０１９・第３回実行委員会
名古屋SORA
・10月17日（水）例会「愛知総合ＨＥＡＲセンター活動のご紹介」 講師：小瀬木尚美 会員
№1531 / 11名
・10月28日（日）理事会
久田礼子会長
・11月3日（土）ひかりのさとバザー（写真）
・11月3日（土）大津ゾンタクラブ20周年記念の会 参加4名
・11月21日（水）例会「精神福祉保健士の仕事」 講師：杉原直樹 会員
「女性に対する暴力をなくす運動」について、会員で共有
・11月22日（木）東京Ⅲゾンタクラブ事例検討会 参加1名
かながわ
・10月９日（火）例会：①リーダーシップ開発アンケートを検討、作成。 ②新会員の伊藤澄子様を紹介
№1598 / 14名
・11月13日（火）例会：①休会中の会員の近況を報告。お元気にお過ごしの様子に安堵した。
清水佳子会長
②奉仕委員の交代。病欠の佐藤真知子会員に代わり伊藤澄子会員が担当
③創立２０周年記念クリスマスチャリティーコンサートの準備の確認
④奨学金の受賞者の検討。６名の応募が有った。選考に苦慮するレベルの高い論
文で、女子学生の意識の高さに感心した。
・10月28日（日） 東京１チャリティーバザー参加 ・10月28日 国際大会合同慰労会参加
・11月3日（土） 大津20周年記念の会参加 ・11月10日（土） 横浜、五大路子さんのコンサート参加
横須賀
・10月16日（火）例会（リーダーシップ開発アンケート、フリーマーケット準備、卓話会ほか）
№1665 / 6名
・10月18日（木）松本ＺＣチャリティーバザー（ホテルブエナビスタ）
地主ちづ子会長 ・10月21日（日）市民まつり・フリーマーケット（運動公園）（写真）
・10月28日（日）東京ⅠＺＣチャリティーバザー（京王プラザホテル）
国際大会アシストクラブ慰労会（横浜桜木町 木曽路）
子育て支援収穫祭（駅前県有地）57ｋｇのさつまいもの収穫でした。
・11月7日（水） 卓話会講師決定、ポスター作り、
・11月20日（火）例会（卓話会打ち合わせ、他クラブよりのチャリティーコンサートの連絡）
・11月24日（土）卓話会 NPO法人かながわ・女のスペースみずら代表 有泉惠子氏
「DVにNO!と言いましょう」 （横須賀市総合福祉会館）（写真）
東京Ⅲ
・10月28日（日） 東京Ⅰチャリティーバザーに出店（写真）
№1677 / 11名
・11月2日（金） 定例例会
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山田千鶴子会長 ・11月22日（木） 第1回事例検討会

群馬
№1890 /6名
飯島百合会長
山梨
№1939 / 23名
窪田明美会長

三重
№1971 / 27名
高木久代会長

・10月13日（土） 理事会

障害者就労支援「にじいろ」訪問防災訓練見学
卓話「障害者就労支援事業について」 講師：五十嵐秀子
・10月24日（水） 例会 ・10月30日（火） Ｍサポまつり実行委員会出席 ・11月1日（木） エリア２ディレ
クターと打ち合わせ ・11月10日（土） 和文化のつどい参加 ・11月12日（月） 理事会
・10月4日（木） 里親の日啓発活動で駅前とショッピングモールでチラシ配布（9名）
・10月18日（木） 松本ZCバザーに出店（11名） ・10月28日（日） 東京ⅡZCチャリティバザー参加（1名）
・10月31日（水） 早野組訪問（3名） ・11月3日（土） 大津ZC20周年祝賀会参加（4名）
・11月15日（木） 山梨ZC３周年記念例会。支援団体へ寄付金贈呈。オブザーバーや協力団体を招待。
テーマ ZONTA SAYS NO「女性と子どもの笑顔のために」
ゲストによる活動報告：ディスカッション
・10月12日（金） 例会開催（新メンバーの入会式＆お誕生会など）
・11月10-11日（土・日） （11月4日、9日準備作業） （写真）
鈴鹿医療科学大学大学祭へ出店 松ぼっくりアート作品を販売。準備していた７０個ほどの作品が
一日で完売し、追加制作をしながら販売。体験ブースも盛況で、二日間で百個以上の売り上げがあ
り、世界ゾンタクラブおよび三重ゾンタクラブの宣伝につながったと思います。更にゾンタクラブ以外
の強力なサポートを受け、人の絆の素晴らしさに感激いたしました。
・11月16日（金） 例会開催＝矢﨑和喜子様、山﨑利恵様ご訪問
（新メンバーの入会式＆お誕生会を開催後、１周年チャリティーの件などを検討

クラブ名

イ ベ ン ト

東京Ⅰ

・東京Ⅰゾンタ忘年例会：新宿京王ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ：12月15日(土曜日)例会17時～,忘年会18時半～
エリアディレクターのご訪問があり、例会後はディナーショーで懇親します。
・1月19日(土)12時半～、会長宅で例会。例会後アメリア・イアハートデーを開催します。
ニュース：12月には国際交流委員会が主となってAlexandra Van Bastelaer 様を忘年例会にご招待します。
楽しい着席式のコースディナーショーとなりますので、他クラブの皆様もぜひご参加下さい。
『アンデスのそよ風』会費：12,000円、お申込みは会長(的場：03-3434-6900)まで。
・1月アメリア・イアハートデーにも、皆様ご参加ください。トランペットとピアノの演奏、NHKより著名
人の講演を予定。1月19日(土)午後2時～会長宅。ハイティー付懇親会費4,000円

横浜

・12月9日（日）福井FINE国際ゾンタ加盟認証伝達式2名出席予定
・12月11日（火）かながわゾンタクラブ20周年記念式典3名出席予定
・12月12日（水）横浜ゾンタクラブクリスマスチャリティコンサート
・12月15日（土）東京１ゾンタクラブクリスマスパーティ２名出席予定
・1月19日（土）かながわ、横須賀、横浜合同例会７名出席予定

東京Ⅱ

・12月13日（木）女性に対する暴力撲滅キャンペーンZonta Says NO

岐阜

・12月12日（水）チャリティーの夕べ２０１８

松本

・12月20日（木） 松本ゾンタクラブ忘年会(於：美ケ原温泉 追分屋旅館)
ニュース：地元の松本短期大学の学生が、オレンジリボンをつけてパレードをしました。来春のローズデーに
協力してもらって、一緒にパレードをしたいです。

かながわ

・1月19日（土）横浜、横須賀、かながわの3クラブ合同例会をインターコンチネンタルホテルで予定。

東京Ⅲ

・第2回事例検討会 （ローズデイイベント）2018年 2月下旬実施予定

山梨

・12月25日（火） 乳児院ひまわりのクリスマス会に訪問予定
・1月に新年会を兼ね移動例会開催予定

三重

・12月14日（金）19時～ 第２回研修会を開催予定（丸山淳子教授による講演会）
・１月5日（土）11時～ 湯元榊原館にて新年会開催予定

12月

1月

2月

出演者：秋川 雅史

東京Ⅰ
松本
東京Ⅲ

15日（土）
20日（木）
4日（火）

横浜
名古屋SORA
群馬

ー
19日（水）
1日（土）

東京Ⅱ
かながわ
山梨

13日（木）
11日（火）
20日（木）

岐阜
横須賀
三重

21日（金）
18日（火）
14日（金）

東京Ⅰ
松本
東京Ⅲ
東京Ⅰ
松本
東京Ⅲ

19日（土）
17日（木）
未定
16日（土）
21日（木）
未定

横浜
名古屋SORA
群馬
横浜
名古屋SORA
群馬

19日（土）
16日（水）
19日（土）
13日（水）
20日（水）
8日（土）

東京Ⅱ
かながわ
山梨
東京Ⅱ
かながわ
山梨

17日（木）
19日（土）

岐阜
横須賀
三重
岐阜
横須賀
三重

18日（金）
15日（火）
18日（金）
15日（金）
19日（火）
15日（金）

17日か24日（木）

14日（木）
12日（火）
21日（木）
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