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～ AD便り～
１年でいちばん寒さの厳しい時期、春の便りが待ち遠しいこの頃です。皆様いかがお過ごしで
いらっしゃいますでしょうかお伺い申し上げます。
昨年末からエリアミーティング（5月11日）の準備がホストクラブの群馬ゾンタクラブの会員の
皆様と活発にアイディアを交わしながら本格的に始まりました。去年の12月1日にクラブ訪問と
エリアミーティングの打ち合わせを兼ねて会場のある高崎市に伺いました。東京から1時間で
到着しあまりの近さにびっくりしました。メンバーは6人ですが、若手、中堅、ベテランと
バランスの良いクラブで、笑いの絶えない明るい雰囲気の中で例会が進行していきました。
主な議題はエリアミーティングで、会場視察、予算案、詳細なスケジュール、役割分担等をきっちりまとめて下さり、
メンバーのエリアミーティングへの熱意を感じました。エクスカーションは伊香保温泉でお疲れをとっていただき、翌日
には世界遺産の富岡製糸場にご案内いたします。実り多い楽しい勉強会になるよう計画を立てておりますので、カレ
ンダーの5月11日（土）には大きな丸印で囲んでくださり、ご出席のご予定を入れて下さいますようお願いいたします。
1月19日には横浜ZC、かながわZC、横須賀ZCの合同例会に出席いたしました。20人の会員の
皆様がご参加され和やかに始まりました。ゾンタの知名度を上げていくために他クラブの活動の
紹介と検討、3クラブ合同で活動するあり方の検討、若い女性に入会していただくためにSNSの
効果的な使い方等貴重なご意見が出ました。又、松崎恭子アメリアイアハート奨学金委員長から
奨学金のご説明があり、非常に収穫が多く、親睦を深めた楽しいクラブ訪問でした。
まだまだ寒さが続きますので、くれぐれもお身体お大切になさって下さいませ。

🌹東京Ⅰ：3月16日（土）理事会例会後にローズデーイベントとして以下を行う。
(1) NHK番組“ダーウィンが来た”チーフプロデューサー・菊地 哲理 氏 講演会
（自然界における、種の保存に関しての雌雄平等観 等予定）
(2) 2005年度奨学金受賞者、呉 龍梅 氏 「東京Ⅰ奨学金を活かして学んだ経験」スピーチ
他クラブ会員および、一般のゲストも参加可能。
🌹横浜：池上清子氏の講演会を予定している。テーマ「自分らしく生きる-持続可能な開発目標5、ジェン
ダーの平等を中心に」 永年国連機関に奉職、現在日本大学院教授。会員に取り良い学びの
機会になると思います。
🌹東京Ⅱ： 3月14日（木）ジェンダーギャップの卓話予定
🌹岐阜：岐阜ゾンタクラブ公開例会 それぞれの分野から聞く ～男女共生時代・女性のいきがいとは～
岐阜市長からのビデオレター「国際女性デー」のご意見を頂き、それぞれの分野からのパネラー
による座談会を開催する。詳細は別にご案内します。
🌹松本：3月10日（日）2019ローズデーイベントとして、学校教育関係者・保育士・医療関係者・一般参加者
によるグループディスカッションを実施。松本大学GZと共に活動展開 （チラシ写真）
・3月14日（木） ローズデー食事として経費を活動費にするため移動例会とする
🌹名古屋SORA: 継続して行っているローズデーイベント（ビンゴパーティー）の開催を通してゾンタの活動
をアピールする。
・ 姉妹クラブと協力して広く地域にアピールし、行政へも働きかける。
🌹かながわ：ローズデイの記念講演会を開催予定。（詳細は下記のイベント欄）
🌹横須賀：２月2４日（日）１０時～１３時、横須賀市総合福祉会館６階調理実習室「寒さに負けない体を作
る」メニュー（煮豚、青梗菜の干し貝柱あんかけ、黒千石大豆の炊き込みご飯、彩り野菜ピク
ルス、ホワイトクッキー）この講習会で地域の方々にゾンタのことを知っていただき、３月８日が
国際女性の日（ローズデイ）であることを広めていきたいと思います。
🌹東京Ⅲ： 2月20日（水）当クラブの支援先であるカリヨンこどもセンター、品川チャイルドラインによる事
例検討会
🌹群馬：Mサポまつりにて 国際ゾンタ活動状況を掲示して報告及び募金活動
🌹山梨：3月21日（木） ローズデーにあわせて「卒業を祝う会」を実施予定
🌹三重：3月16日（土）南里沙さんチャリティーコンサート開催。ヘルプマークアンバサダーの小崎麻
莉絵様をお迎えし、ヘルプマークの普及活動及び髙木会長からも薬膳に関するお話もして
いただきます。
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新入会員・退会者
●新入会員
☆安藤陽子様 （横浜1月15日付）住職の妻
☆中村梅彌様 （本名 中村光江様）（東京Ⅱ1月17日付）
舞踊家 中村流 家元
☆岩田由香里様（三重1月18日付）英会話・英語講師
●転籍会員
☆斉木聖佳様 （北九州から東京Ⅲへ12月1日付）
大和証券株式会社本部
●退会者
☆井戸順子様 （山梨・12月31日付）一身上のご都合
☆松原有里様（東京Ⅰ・1月31日付）

エリア２会員数

Welcome to
ZONTA!！

2019年1月31日現在 12クラブ

223名

クラブ トピックス

～ 横浜 ～

～ 岐阜 ～

～ 東京Ⅱ ～

～東京Ⅰ～

～ 横須賀～
～松本～

～三重～
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クラブ活動報告
クラブ名
東京Ⅰ
№492 / 14名
的場博子会長

横浜
№594 / 20名
佐藤惠子会長

東京Ⅱ
№1071 / 24名
後藤愛子会長

岐阜
№1078 / 22名
安田多賀子会長

松本
№1522 / 44名
遠山雪子会長

名古屋SORA
№1531 / 11名
久田礼子会長

かながわ
№1598 / 14名
清水佳子会長

横須賀
№1665 / 6名
地主ちづ子会長

活動内容
・12月5日（水）向井ﾋｽﾄﾘｱﾝが東京Ⅰチャーターの篠田桃紅会員に、記念DVD作成のためインタビュー。
・12月15日（土）京王プラザ新宿にて、矢﨑ADとAlexandra Van Bastelaer 様を忘年例会に招待し交流。
『アンデスのそよ風』と題する南米フォルクローレを60名で鑑賞。 （写真）
京王プラザホテル新宿にて「東京Ⅰゾンタ忘年例会」
・1月19日（土）会長宅で例会議事の後、一般客も混じえてアメリア・イアハートデーを開催。
アメリアについて説明後、アトラクションとして音楽会を行い、ハイティーで懇親。
・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
・12月9日（日）福井FINE認証伝達式 2名出席
・12月11日（火）かながわゾンタクラブ30周年記念コンサート3名出席
・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開催 （写真）
・12月5日（土）東京Ⅰクリスマスコンサート1名出席
・2019年1月19日（土） 矢崎ADを迎え、3クラブ合同例会と親睦会（かながわ、横須賀と）
・12月 9日（日）福井FINEクラブ認証式 参加者４名
・12月11日（火）かながわZC20周年
参加者４名
・12月12日（水）横浜ZCクリスマスチャリティーコンサート 参加者７名
・12月12日（水）岐阜ZCチャリティーコンサート 参加者２名
・12月15日（土）東京ⅠZCクリスマスパーティー 参加者３名
・12月17日（月）岡山ZC JMK表彰式 参加者２名
・12月13日（木）ZONTA SAYS NO クラブ例会にて話合をし、集合写真を取る。（写真）
・１月17日（木）アメリアイヤハートデー勉強会
・12月12日（水）チャリティーの夕べ２０１８ 秋川 雅史コンサート
４５０名の参加を頂き、盛大に納めることができた。
・12月21日（金）12月例会・理事会
ゾンタローズデーの取り組みについて（アンケート実施）
名古屋SORAゾンタクラブとの合同例会について
・1月18日（金）1月新年例会・理事会
３月８日「国際女性デー」の取り組みについて審議の結果「公開例会」開催を決定。詳細は改めてご案内します。
例会後、カラオケ大会で会員相互の親睦を深めた。（新年例会親睦会写真）
・12月7日（金） 奈良ゾンタクラブ30周年特別企画「東大寺深発見」 3名参加
・12月9日（日） 福井FINEゾンタクラブ認証状伝達式 4名出席
・12月20日（木） 移動例会・忘年会 於 追分や旅館 出席44名 （右写真）
・12月20日（木）～25日（火） スリランカ フィールドワーク（孤児・障害者施設支援、
高齢者ケア研究所 構想（高齢者施設併設）支援） 3名参加
・1月17日例会会員卓話「行政書士としての終活～子供が困らないように～」山口会員・会報46号発行
・1月29日（火） 岩波本社 表敬訪問 4名
・1月25日（金）～ 地域4行政機関へ「女性デーに関する要望書」持参
・12月9日（日）福井ＦＮＥ国際ゾンタ加盟認証状伝達式 参加2名
・12月12日（水）岐阜ゾンタクラブ “チャリティーの夕べ2018” 参加4名
・12月19日（水）例会クリスマスディナーを楽しみながら会員相互の親睦をはかる
・1月6日（土）理事会
・1月16日（水）例会 ・第２１回ビンゴパーティーについて ・ローズデーイベントについて
・将来的に行っていきたい活動について議論
・12月11日（火） かながわゾンタクラブ設立20周年記念行事として、グランドハープによるチャリティーコンサートを開
催。20年間継続活動として、DVシェルター、障害者施設、養護施設への寄付金贈呈。神奈川県内で学ぶ女子学生
への奨学金授与を行いました。当日は木下ガバナー、岡澤副ガバナーを始め多くの方々にご参列頂き盛会となり
ました。木下ガバナー、SOMクラブの山本元ガバナーより祝辞を頂き、又、寄付先のミカエラ寮宮下寮長よりDV
シェルターの現状報告をして頂きました。
・12月11日(火） 第63回国連女性の地位委員会勉強会に1名出席
・12月14日（金） 障害者施設、養護施設を訪問。寄付金の贈呈兼施設の視察。
・12月15日（土） 東京１忘年クリスマスパーティーへ2名出席
・1月19日矢﨑ADにご参加頂き横浜、横須賀、かながわの３クラブ合同の例会を行いました。3クラブ合同での活動
の在り方をめぐり予定時間を超えて意見交換、親睦を深めました。
・12月11日（火）かながわＺＣ設立２０周年記念クリスマスチャリティーコンサート（ハープ演奏松本花奈さん、長年
支援先のミカエラ寮の宮下寮長さんの挨拶「最近は、ＤＶでシェルターにくる人より、外国人女性が助けを求めて来
るケースの方が多い。妊娠をしていて、男性が認めないというケースです。外国人労働者の増加を図る法律が国
会で審議されていますが、こんな現状を強くアドボートしていきたい！」現場を知る人の言葉に感銘を受けた。
・12月12日（水）横浜ＺＣクリスマスコンサート（平賀マリカさんのヴォーカル・ハクエイキムさんのピアノ、大人のジャ
ズでした。＜ホテルニューグランド・ペリー来航の間＞
・１２月18日（火）例会（寄付先の検討、ローズデイの企画と場所決定、名簿の配布、他）
・１月14日（月）子育て支援餅つき（地域の子供たちの参加がふえました。熊野神社）（写真）
・１月15日（火）例会（料理講習会のメニュー決定、アドボカシー委員会の講演会、他クラブよりの連絡）
・１月19日（土）横浜・かながわ・横須賀ＺＣ合同例会（横浜インターコンチネンタルホテル）合同例会のあり方の検討、
各クラブイベント紹介、次回ＡＭの説明、アメリアイアハート奨学金の説明・ゾンタの知名度をあげるには？
３

東京Ⅲ
№1677 / 12名
山田千鶴子会長
群馬
№1890 /6名
飯島百合会長

・12月4日 理事会例会 斉木会員歓迎会 ゲスト 木下彰子ガバナー
・1月9日 理事会例会
・12月1日（土） 理事会
・12月1日（土） 例会 エリアディレクター群馬訪問 （エリアミーティングの打ち合わせ・会場視察）
・12月9日（日） 国際文化協会訪問
・12月12日（水） 中学校訪問（Ｍサポまつり参加のお願い）
・12月17日（月） 理事会 （１月分）・12月22日（土） 忘年会
・12月9日（日） 福井FINEZC国際ゾンタ加盟認証状伝達式に参加する。
・12月13日（木） DVフォーラム「貧困を抱える女性への支援を考える」研修会参加する。
・12月11日（火） かながわゾンタクラブ20周年に参加する。
・12月25日（火） 乳児院ひまわりのクリスマス会に参加する。
・1月8日（火） きずな会（里親会）へ奨学金寄付について協議するため訪問する。
ニュース：12月9日（日）埼玉大宮ソニックシティで行われた太鼓隊日本一にZクラブである日本航空
高校太鼓隊が出場して優勝する。3連覇を果たした。山梨ゾンタクラブからも応援に駆けつけた。
・12月14日 （金）例会＆研修会「痛みと麻酔」講師：丸山医師（麻酔科医）
・ 1月 5日 （土）新年会 「湯元榊原館」にて (右写真）
・1月18日（金） 例会 新入会式＆お誕生会（写真）

山梨
№1939 / 22名
窪田明美会長

三重
№1971 / 28名
高木久代会長

クラブ名

イベント

東京Ⅰ

・3月16日（土）ﾛｰｽﾞﾃﾞｰｲﾍﾞﾝﾄに記載
・東京Ｉ主催ゾンタ100周年記念イベント：7月13日（土）京王プラザ新宿にて
“ソン レイナス”女性だけのラテンバンドによるディナーショー決定
・第54回バザー開催日：11月10日（日）決定

横浜

・3月13日（水） ローズディ講演会

東京Ⅱ

・3月31日（日）第36回チャリテイーコンサート＆ビンゴの集い (補助犬育成・障害者自立支援の為)
出演者：ザ・レジェンド 京王プラザホテル 南館５階 「エミネンスホール」
開場10時30分 開演11時00分

岐阜

・3月8日（金）「国際女性デー」周知活動「公開例会」実施。
名古屋SORAゾンタクラブとの合同例会及びエリア２AD矢﨑和喜子様クラブ訪問も同時実施

松本

・3月10日（日） 2019ローズデーイベント

名古屋
SORA

・3月8日（金）「国際女性デー」周知活動【公開例会】実施
岐阜ゾンタクラブとの合同例会及びエリア２エリアディレクター矢﨑和喜子様クラブ訪問同時実施
・3月10日（日）第21回 チャリティービンゴパーティー 於：名古屋東急ホテル

かながわ

・3月の例会時に卓話として、ローズデイの記念講演会を開催予定
講師は三井記念病院耳鼻咽喉科部長、奥野妙子様。2015年日本耳鼻咽喉科学会理事に就任、男女共同参画
担当理事もされています。100年の歴史がある日本耳鼻咽喉科学会の中で女性理事はわずか2名だそうで「医
学会における男女共同参画の現状」（仮題）についてのお話を伺う予定です。

群馬

・2月23日（土） Ｍサポまつり

山梨

・2月10日（日） EndingChildMariageについての講演会に参加予定
・3月10日（日） 松本ZCローズデーのイベント参加予定
・3月21日（木） 例会時、きずな会（里親会）の女子高校生対象に「卒業を祝う会」を計画してテーブルマナーを
体験してもらう。
・3月31日（日） 東京ⅡZCチャリティコンサート参加予定
・4月18日（木） 矢﨑和喜子AD様のクラブ訪問

三重

・2月15日（金） 研修会 （株）ブライトブーケ代表取締役 浜田先生による講演会
ソプラノ歌手村林先生による歌のレッスン
・3月16日（土） 南里沙チャリティーコンサート開催 チャリティーコンサートは、いろいろな工夫を企画しており
ます。みなさまのお越しをお待ちしております！

2月

3月

4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

16日（土）
21日（木）
4日（月）
16日（土）
14日（木）
1日（金）
20日（土）
18日（木）
3日（水）

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

基調講演とグループディスカッション（於）松本大学

13日（水）
20日（水）
2日（土）
13日（水）
8日（金）
9日（土）
10日（水）
17日（水）
20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

14日（木）
12日（火）
21日（木）
14日（木）
12日（火）
21日（木）
11日（木）
9日（火）
18日（木）

岐阜
横須賀
三重
岐阜
横須賀
三重
岐阜
横須賀
三重

15日（金）
19日（火）
15日（金）
8日（金）
19日（火）
15日（金）
19日（金）
16日（火）
19日（金）
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