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先日、私のクラブでは、年に一度の楽しい移動例会に出かけました。今年は愛媛県を訪問しました。
「食欲の秋」と称して、アサヒビールの四国工場に立ち寄り、皆で朝からビールの試飲をして、間もな
く昼には、老舗の大和屋本店で瀬戸内の幸をふんだんに使ったランチに舌鼓をうちました。また、
「芸術
の秋」にふさわしく、道後の閑静な住宅街の中にあるセキ美術館では、近代日本画家のコレクションを
堪能し、最後に子規記念博物館に立ち寄り、子規の生涯に思いを馳せ、皆で五感をリフレッシュして帰
りました。四国の誇る文人や芸術を有する愛媛県に、私たちの仲間がいないなんて・・・愛媛にゾンタク
ラブができたら素敵！！と思いながら、この挨拶を書いています。
さて、国際ゾンタの次のイベントは、現在進行中の“Zonta Says No！”キャンペーン終了後、1 月 11
日に世界中で祝う“アメリア・イアハートデー” です。私は、偉業を成し遂げた先輩ゾンシャンを称え
た奨学金制度で、頑張る女性を応援しながら、もう一方では”Zonta Says No！”のような活動で、暴力
の撲滅を訴え、弱い立場にある女性を支援するという、バランスのいい国際ゾンタのボランティアの構
造をとても素晴らしいと思っています。1 月の例会では、是非、アメリア・イアハートの偉業を再認識す
る機会を設けて、感動して下さい。
「感動は、人の心を揺さぶり意欲を与える」と言われています。
来年も健康で、エリア 4 の皆が力を合わせて、意欲をもってゾンタの活動をできますように！
エリア 4 の会員の皆様、どうぞ良いお年をお迎えください。そして、来年も宜しくお願いいたします。
AD 活動報告・26 地区理事会
7 月 21 日 第 1 回地区理事会・11 月 4 日 第 2 回地区理事会
クラブ訪問・クラブイベント参加
8 月 2 2 日 岡山ゾンタクラブ訪問
9 月 1 8 日 北九州ゾンタクラブ訪問
10 月 11 日 高松ゾンタクラブ訪問
11 月 3 日 大津ゾンタクラブ 20 周年記念の会出席
11 月 15 日 神戸ゾンタクラブ訪問

岡山ゾンタクラブ
🌸12/17 国際ゾンタ JMK 地区アワード表彰式

（会場）ANA クラウンプラザホテル岡山

神戸ゾンタクラブ
🌸12/ 2 第 8 回ゾンタ講座「 宝塚歌劇鑑賞」

🌸12/19

第 9 回ゾンタ講座「笑顔文字で年賀状」

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 12F
🌸2019 年 3/24 13：00～14：30 ローズデイ事業
性暴力被害者へのワンストップ支援センター「オリーブかがわ」及び
『Zonta Says No!』街頭啓発活動
於：丸亀町壱番街ドーム広場
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沖縄ゾンタクラブ
🌸2019 年 3/16 14：00～

沖縄ゾンタクラブ「ゾンタローズデイ」講演会
（会場）ANA クラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー

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
🌸2019 年 3 月 「ローズデイのイベント」を予定

フェニックス神戸ゾンタクラブ
🌸12/9 兵庫国際交流会館 文化祭にて茶道奉仕、ゾンタコーラスは“ふるさと”で締めくくる
🌸 1/27 11:00 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
🌸 2/15 13:30 「早春のロビーコンサート」
（会場）兵庫県総合リハビリセンター

安芸コスモスゾンタクラブ
🌸12/3

18：30～21：00 安芸コスモスゾンタクラブ主催
第 15 回チャリティーディナーコンサート 会場：リーガロイヤルホテル広島
『木原朋子 魅惑＆驚き 筝の世界』 会費：11,000 円（ディナー付）

姫路ゾンタクラブ
🌸2019 年 3/12 ローズデー ランチセミナー

SEN 姫路ゾンタクラブ
🌸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

福岡ゾンタクラブ
🌸2019 年 3 月

ゾンタローズデー

表

彰

SEN 姫路ゾンタクラブ
11/2

姫路市連合 PTA 協議会より、PTA 事業への継続した支援に対して感謝状が贈呈されました。
おめでとうございます。

新入会員

✣徳島ゾンタクラブ

角田 寛子 様

12 月 1 日現在

エリア 4

会員数

266 名

徳島（17 名）
◇10/4 理事会 ◇10/14 野外例会 ◇10/31 徳島県女性協議会理事会に会長出席 ◇11/12 徳島県内留学生参加の多文化体
験交流会に 2 名参加 ◇11/3 大津ゾンタクラブ 20 周年記念の会に 1 名出席 ◇11/5 理事会◇11/12 規約改定検討委員
会 ◇11/16「輝く女性応援シンポジウム」徳島県男女参画行事に 1 名出席
席

◇11/19 例会

◇11/19 DV・児童虐待防止講演会に 2 名出

卓話「地方再生」講師：徳島文理大学 教授 床桜英二 氏（元徳島県庁で地方再生担当）
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鳴門（33 名）
◇毎月 8 日に理事会 ◇10/17 例会 リーダーシップ開発アンケートについてクラブの意見を纏める ◇10/20 徳島県女
性協議会主催「フレアシネマ劇場」の司会・受付を担当し併せて鳴門ゾンタクラブを PR ◇10/21 第 16 回子どものまち
フェスティバルに参加協力 ◇11/2 会報第 30 号発行◇11/3 第 16 回図書館に本を贈るためのチャリティーバザーに出店
し売上金を寄付 ◇11/3～5 第 39 回鳴門 ZC 児童画展を開催。同時に、鳴門 ZC が作成した“Zonta Says No!”ポスター
を会場に掲示して活動を PR ◇11/3 大津ゾンタクラブ 20 周年記念式典に 2 名出席

◇11/17 移動例会（松山：セキ美

術館、アサヒビール工場見学）百周年記念助成金について協議

岡山（21 名）
◇10/2 理事会 ◇10/17 例会
ェンドの歓迎式典に参加

◇10/20 玉野市宇野港に初入港した米国籍 WINDSTAR CruisesStar Legend スターレジ
◇10/29 岡山高島屋にてチャリティーバザー

神戸（8 名）
◇10/15 会報 33 号発行

◇10/21 理事会・ガレージセール準備 ◇10/28 例会・ガレージセール（於：深田会員宅）

◇11/15 例会・第 7 回ゾンタ講座「子供に教育、女性に仕事を」講師：NPO 法人アクセス 野田沙良 氏

高松（43 名）
◇10/11 例会 エリア 4 和田津エリアディレクターのお話◇10/25 理事会 11 月例会の議事内容を審議◇11/3 大津ゾン
タクラブ 20 周年記念式典に 3 名参加 ◇11/12 移動例会 広島県福山市へ◇11/29 理事会 12 月例会の議事内容を審議

沖縄（15 名）
◇10/20・11/17

役員会・定例会 AM11：00～ ANA クラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー

北九州（26 名）
◇10/16「福岡ゾンタクラブ チャリティーディナーショー」に 8 名参加 ◇10/7 役員会 ◇10/14「2018 年度国連ウィ
メン日本協会北九州講演会」6 名参加。木下ガバナーがゾンタクラブについて発表 ◇10/15 定例会（水嶋章陽会員に
よる卓話） ◇11/10 役員会 ◇11/19 定例会（“Zonta Says No!”定例会 西南女学院大学ゴールデン Z クラブによる
「女性と女児に対する暴力及び児童婚についての発表」
）

フェニックス神戸（9 名）
◇10/9 10 月理事会・例会（兵庫国際交流会館） ◇10/13 茶道指導奉仕（兵庫国際交流会館）◇10/27 留学生と日本料
理店へ◇11/3 大津ゾンタクラブ 20 周年式典出席◇11/10 茶道奉仕（兵庫国際交流会館）◇11/13 11 月理事会、例会
（兵庫国際交流会館）

◇11/14 神戸ゾンタ講座に参加

◇11/22 コーラスと留学生と作る中国料理

安芸コスモス（16 名）
◇10/23 例会卓話「性被害ワンストップセンターひろしまの実施状況」講師：北仲千里（広大准教授/性暴力被害サポ
ートひろしま代表）井上弥枝（広島県環境県民局 県民活動課）◇10/24 広島市議会「女性議員との懇談会」参加 ◇
11/12『女性に対する暴力をなくす運動』参加

◇11/13 例会

姫路（17 名）
◇10/23、11/7～8 あいめっせ登録団体連絡会出席・FM-GENKI 出演
52 名）

◇10/25 チャリティーゴルフコンペ（参加者合計

◇11/4 キャッシル真和『老いも若きもみんなきん祭』ボランティア（5 名）

ティバル参加

◇11/17～18 あいめっせフェス

◇11/18 コメディクラウンサーカス ボランティア（3 名）

SEN 姫路（22 名）
◇10/10・11/14 理事会 ◇10/17・11/21 例会 ◇10/23・11/8 あいめっせ登録団体連絡会出席 ◇10/20 国際交流団体会
議出席◇11/2 姫路市連合 PTA 協議会創立 70 周年記念式典・記念講演出席

◇11/3 大津 ZC20 周年記念式典出席 ◇11/7

京都ⅠZC 第 52 回チャリティーバザー出席 ◇11/18 あいめっせフェスティバル『あいめっせ保健室』開催

高松Ⅱ（10 名）
◇10/15 例会（11 月実施“和のコンサート”の打ち合わせ等）◇11/12 移動例会（香川県立香川西部養護学校）和コン
サート実施

福岡（29 名）
◇10/4・11/7 役員会（山田屋ビル 5 階）◇10/15・11/19 例会（グランドハイアット福岡）◇11/7 チャリティーディ
ナーショー打ち上げ 20：00～あんみつ姫 ◇11/19 卓話

ゲスト：JAWW 織田 由紀子さん予定
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徳島ゾンタクラブ
10/14 の野外例会は荒井会員の写真スタジオに集合。50 周年記念誌に掲載の個人写真撮影のあと
2 階別室で例会。和やかに活発に意見が出たのは、田中会員振る舞いの甘～いお善哉のお蔭でしょう。
晩秋の勝浦川を眺めるスピナッチに移動し、昼食会を楽しみました。11 月例会の卓話「地方再生」
とくしまサテライトオフィス・プロジェクトが地域の誇りを呼び戻し、想像を超えた創造が生まれ、
外国人を含めた移住者が増加している神山・美波・三好等の取り組みに感動！

鳴門ゾンタクラブ
11/3～5 第 39 回児童画展会場に、クラブが作成した“Zonta Says No!”キャンペーンポスターを
掲示し、併せてキャンペーンチラシと会報を並べ、ゾンタの活動を PR しました。特に 11/3 は、第
16 回図書館に本を贈るためのチャリティーバザーも同時開催されており、多くの来場者にクラブの
活動を知っていただきました。

岡山ゾンタクラブ
10/29 岡山高島屋にてチャリティーバザーを行いました。当日多くの方が足を運んでくださり、
バザー商品は完売致しました。

高松ゾンタクラブ
11/12 移動例会として、秋の明王院・大島能楽堂・神勝寺を訪れました。色づき始めた紅葉の中、
日本の伝統芸能、文化に触れることが出来ました。今年の新入会員の方もご一緒ででき、会員の親睦
を深めるいい機会となりました。

沖縄ゾンタクラブ
12/15 沖縄ゾンタクラブ「役員会」・
「定例会」＆忘年会＆懇親会 PM6：30～
会場：ロコアナハ沖縄（アレッタ）

北九州ゾンタクラブ
西南女学院大学ゴールデン Z クラブと一緒に“Zonta Says No!”の活動を行っています。11 月の定
例会では、ゴールデン Z クラブのメンバーが国際ゾンタのウエブサイトで紹介されている女性と女児
に対する暴力及び児童婚についての国連や WHO の記事を日本語に訳して発表しました。11/25～12/10
の間、twitter や Facebook で女性と女児に対する暴力や児童婚について情報を拡散していきます。

フェニックス神戸ゾンタクラブ
11/2「空飛ぶ車椅子」活動に取り組んでいる神戸市立科学技術高等学校を訪問。顧問の先生から、地域の老人施設や東南ア
ジア諸国に、修理点検した車椅子を寄贈している高校生の活動ぶりを伺う。今夏初めて「タイ王国出張修理活動」に取り組んだ
感動とご苦労なども聞かせていただいた。

SEN 姫路ゾンタクラブ
11/18 10：00～15：00 姫路市男女共同参画イベントである「あいめっせフェスティバル」
において例年通り『あいめっせ保健室』を開催。体組成分測定を行ったり、会員である医療
関係者（看護師・薬剤師・管理栄養士）が身体健康上の相談にお答えしている。毎年楽しみ
に来られている人も出てきて、定着感が感じられて喜ばしい。

高松Ⅱゾンタクラブ
11/12 知的障害教育を主とする特別支援学校：香川西部養護学校創立 40 周年を記念して、当クラブ
川崎裕紀子さんが主宰する和コンサートと協賛し、「こころの和」コンサートを実施した。元 NHK の歌の
お姉さんである 稲村なおこさんと伴奏 川崎裕紀子さんが、小中高生 100 名に歌のプレゼントを
行いました。

福岡ゾンタクラブ
10/6 福岡ゾンタクラブチャリティーディナーショーをグランドハイアット福岡にて開催。ゲスト：村上
ゆきさん ◇11 月 SOS 子供の村募金から納富会員パティスリーイチリューの 14,071 円寄付の感謝状授与

姫路ゾンタクラブ
10/25 に 49 名のプレイヤーと、3 名の会員が参加して、チャリティーゴルフコンペが行われました。当
日は素晴らしい秋晴れで、表彰式ではチャイルド・ケモ・ハウスの主旨説明を含めチャリティーの目的を
しっかりとお伝えする事ができました。11 月 16 日の例会後にはデート DV 啓発パンフレットの街頭配布を
行った他、18 日のあいめっせフェスティバルでは HUG（避難所運営ゲーム）の実施説明など、行事の多い
2 ヶ月でした。
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