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第５号 ２０１９年４月 1日 発行 

国際ゾンタ 26地区エリア１ エリアディレクター 水野 幸子 
３月 31日現在 エリア１会員数 １７５名 

 

ご 挨 拶  
桜の便りがすぐ近くに届き春を予感していた 3 月、 ふたたび冬が戻ったような天候が続き驚かされました。 

世の中は新元号、新年度と新が巷に流れるなか、エリア１の会員の皆様方はお変りなくお元気ですごされましたでしょうか。 

５月 25 日には福島ゾンタクラブが担当でエリアミーティングが開催されます。 国際ゾンタが 100 周年を区切りにして多くの 

報告、資料の提出に追われ忙しく思いました。 これも何かを続ける為のプロセスでしょうか。 

会員の皆様に福島でお会いできます事を楽しみに準備をすすめてまいります。  

                               第１０回エリアミーティング 

日時  ２０１９年５月２５日   場所  ザ・セレクトン福島 (新幹線福島駅西口前) 

テーマ  リーダーシップ開発について(ロバート法も含む) 他 

エリアディレクター 活動報告               式典出席報告 

         ２月 ５日  秋田 ZC クラブ訪問        3 月 23 日  札幌 IRISZC 30 周年記念式典・講演会出席 

         ２月１５日  福島 ZC クラブ訪問 

         ３月 ７日  釧路 ZC クラブ訪問 

エリアディレクター  活動予定              式典出席予定 

        ４月 ６日   エリア４エリアミーティング(高松)     ５月３１日  秋田 ZC３０周年記念式典・コンサート 

        ５月１１日   エリア３エリアミーティング(和歌山) 

        ５月２５日   エリア１エリアミーティング(福島) 

 

   クラブ報告  ２月 ・ ３月 

－ 仙台Ⅰゾンタクラブ －        会長名   佐久間 青星  会員数 ３３名 

クラブ活動報告 

 

２月 ５日 

２月１９日 

 

 

３月 ５日 

３月 ８日 

３月１４日 

３月１９日 

 

３月２３日 

３月３１日 

役員会 

定例会２１名参加 卓話：東北大学大学院・農学科博士課程３年ミナクシ・キーニ様 

三隅多恵子様：北九州ＺＣ故・三隅佳子会員の次女様（東北大学勤務） 

ゲスト参加並びにスピーチ。 仙台自立の家 お菓子販売協力 

役員会 

仙台パイロットクラブ設立 30 周年記念事業第 29 回パイロットの夕べ 1 名参加 

ローズデー記念講演会 来場者９０名 

定例会 ２２名参加 

仙台自立の家 野菜販売協力 

札幌 IRIS・ZC 設立３０周年記念式典・祝賀会・講演会４名参加 

東京ⅡZC 第 36 回チャリティーコンサート＆ビンゴの集い６名参加予定 

イベント報告 ３月１４日 ローズデー記念講演会 

演題：どんな女性にもチャンスはあります～学びによって輝く女性を目にして 

講師：木須八重子氏(せんだい男女共同参画課財団理事長) 

仙台エルパークセミナーホール １、２ 来場者 約９０名 



 

－ 札幌Ⅰゾンタクラブ －         会長名  森本 恵美  会員数 ７名  

クラブ活動報告 

 
札幌チカホにてローズデー４クラブ合同イ

ベント開催「女性デー」＆ゾンタ広報活動 

２月 ７日 

２月１３日 

３月 ７日 

３月 ８日 

３月１３日 

３月２３日 

ローズデー打ち合わせ：４クラブ合同(札幌Ⅰ・Ⅱ・IRIS・小樽) 

２月例会：ローズデー「女性デー」について、指名委員会について 

ローズデー４クラブ合同イベント開催、札幌「チカホ」 

札幌市長へ「女性デー」に関する趣意書を渡す。４クラブ合同 

３月例会：ローズデー報告、エリアミーティングについて 

札幌 IRIS ゾンタクラブ 創立３０周年記念式典出席４名、講演会６名 

イベント報告 ３月 ７日 

 

３月 ８日 

札幌「チカホ」にてローズデー４クラブ合同イベント開催（札幌Ⅰ・Ⅱ・IRIS・小樽) 

国際女性デー及びゾンタクラを広める 

札幌市長を訪問：４クラブで「女性デー」をアピールし趣意書を手渡した。 

－ 函館ゾンタクラブ －           会長名  苫米地 弘子  会員数２４名 

クラブ活動報告 

 
ゾンタローズデー記念講演会  

講師 菅原教授 (新聞掲載) 

２月 ６日 

２月 ９日 

２月２０日 

 

 

３月 ６日 

３月２０日 

３月２３日 

第９回理事会 

函館女性会議主催第 48 回はこだて女性大会へ出席 

第５４０回例会 ゲスト卓話”自閉症について” 講師 発達しょうがい支援センター  

高橋医師 

指名委員会より２０１９年度理事会構成発表 

第１０回理事会 

第５４１回例会 地区奉仕委員会のアンケートを検討 

札幌 IRIS ゾンタクラブ３０周年記念式典及び講演会への出席 

イベント報告 ３月２４日 国際女性デー・ゾンタローズデー記念講演会 “日常生活と感染症対策を考える”  

日本赤十字総合福祉センター感染制御アドバイザー 菅原教授 

－ 塩釜ゾンタクラブ －           会長名  引地ゆり子   会員数５名 

クラブ活動報告 

 

 
ゾンタローズデーを知ってもらう為、 

ティッシュ配布をしました 

 

２月 ５日 

２月１４日 

２月２０日 

２月２７日 

３月 ５日 

３月１４日 

３月２０日 

３月２６日 

男女共同参画とは(これからの生き方、働き方)２名参加  

男女共同参画(ワークライフバランス)１名参加   

例会  

ローズデーで配布のティッシュのセッティング作業 ３名 

ローズデーのティッシュ配布３名  

仙台Ⅰゾンタクラブローズデー記念講演会２名参加 

例会    

あしたば福祉会評議委員会開催参加予定 １名 

イベント報告 ３月 ５日 ローズデーのティッシュ配布 本塩釜駅(７：３０～８：３０) 村上会員の御主人も参加 

－ 札幌Ⅱゾンタクラブ －         会長名  岩田 真左子  会員数２４名 

クラブ活動報告 

 

 

秋元札幌市長に要望書を提出 

２月 ７日 

２月１３日 

２月１５日 

２月２０日 

２月２２日 

３月 ７日 

３月 ８日 

３月１３日 

３月１５日 

４クラブ合同ローズデー実行委員会出席 

役員理事会 

奉仕委員会(４/１２イベントの下見と試食会) 

例会(留学生卓話 コ・ソンギョンさん), 運営の書配布 

アドボカシー委員会北星学園 Z クラブと勉強会打ち合わせ 

４クラブ合同ローズデー、市民へ国際女性デーをアピール 

国際女性デーにあたり札幌市長との面談(４クラブ代表) 

役員理事会 

創立会員三宅尚子様ご逝去(１７日通夜、１８日告別式参列) 



３月２０日 

３月２３日 

例会、次年度役員理事の選挙 

札幌 IRISZC 創立３０周年記念式典祝賀会出席 

イベント報告 ３月 ８日 札幌市長との面談 (国際女性デーの市民への周知を要請) 

イベント案内 ４月１２日 Spring Charity Rose 札幌女性アーチスト招きランチ＆バザー 

 

－ 盛岡ゾンタクラブ －           会長名  小苅米 葉子  会員数１６名 

クラブ活動報告 

 

ローズデーの卓話 講師 畑中美耶子氏 

「方言はきえちゃってしまう」話す事に関わっ

た経緯と方言の大切さ。伝えなければ消えてし

まうし、若竹千佐子さんの「おら、おらでひと

りいぐも」を交えながら盛岡弁の柔らかさが争

い事がなくなるのではと思うとの話に、会員一

同納得 

２月１３日 

 

２月２７日 

 

３月 ８日 

 

３月１３日 

 

３月２７日 

例会：国際女性デーに知事への要望書を提出についてソロプチミスト・パイロット

クラブに共同事業としての打診待ち：チャリティー落語について 

理事会：国際女性デーについて３月８日ソロプチミスト・パイロットクラブと合同で知

事への要望書提出決定について 

３団体で国際女性デーを知事が対外的にアピールし、女性の地位向上へ積極的

に支援することを要望する要望書を知事へ提出。参加会員は６名 

例会：ローズデーの卓話 講師：畑中美耶子氏＝プロアナウンサーネットワーク会

社経営。もりおか歴史文化館館長 

理事会：チャリティー落語について 

イベント案内 ６月３０日 チャリティー落語 

 

－ 札幌 IRISゾンタクラブ －         会長名  徳中 恭子  会員数１２名 

クラブ活動報告 

 
札幌 IRIS ゾンタクラブ３０周年記念講演会 

講師:櫻井よしこ氏 平成３１年３月２３日 

札幌パークホテル 

 

２月 ４日 

２月１１日 

２月１８日 

３月 ４日 

３月 ７日 

３月 ８日 

３月２２日 

３月２３日 

理事会 ３０周年記念式典について 

国際ソロプチミスト札幌イベント ３名出席 

例会：ローズデーについて ３０周年記念式典について 

理事会 

ローズデー記念事業(４クラブ合同) 

札幌市長表敬訪問(４クラブ合同、会長、アドボカシー委員長) 

札幌 IRIS ゾンタクラブ３０周年前夜の宴 サッポロビール園 

札幌 IRIS ゾンタクラブ３０周年記念式典・祝賀会・講演会 

イベント報告 ３月２３日 札幌 IRIS ゾンタクラブ３０周年記念式典・祝賀会 

３０周年記念講演会：講師 櫻井よしこ氏 

 

－ 秋田ゾンタクラブ －            会長名  中道 敦子  会員数１２名 

クラブ活動報告 

 

２月１３日 

 

 

 

３月１３日 

 

 

３月２３日 

例会 新春ランチコンサート会計報告 

５月３１日 創立３０周年記念式典打ち合わせ 

今井俊輔バリトンコンサート打ち合わせ 

ゾンタローズデーについて 

例会 第２８回 秋田ゾンタクラブ賞贈呈式 

表彰者 NPO 法人「にこっと秋田」代表 八代三千子様 

国際ゾンタローズファンド寄付 

札幌 IRIS ゾンタクラブ ３０周年記念式典 祝賀会 ２名参加 

イベント案内 

 

５月３１日 秋田ゾンタクラブ創立３０周年記念式典 祝賀会 

今井俊輔バリトン 記念コンサート 



 

－ 小樽ゾンタクラブ －           会長名  小田貴実子  会員数６名 

クラブ活動報告 

 

 

 

 

地下歩行空間にて、パネル等に４クラブの

活動について、A３１枚にまとめた掲示。

黄色のタスキをかけて、「国際女性デー」

の周知のためティッシュをお渡し。壁には

各国のローズデーの youtube を流しまし

た。 

２月 ７日 

２月１８日 

 

３月 ７日 

３月 ８日 

３月１８日 

３月２３日 

ローズデーのイベント打ち合わせ(４クラブ) 

例会：エリアミーティング抄録について 

ローズデーについての参加・方法 

ローズデーイベント、札幌地下歩行空間(４クラブ) 

札幌市長との面談(オブザーバー参加) 

例会：ローズデーのイベント報告 

札幌 IRIS ゾンタクラブ３０周年記念式典参加 (４名) 

－ 福島ゾンタクラブ －           会長名  山川多美子  会員数１０名 

クラブ活動報告 

 

水野 AD クラブ訪問 ２月１５日 

ザ・セレクトン福島 

 

１月２８日 

２月１５日 

 

２月２２日 

３月 ４日 

３月 ７日 

 

３月１４日 

３月２３日 

YWPA 奨学金応募の件で桜の聖母学院高校へ依頼 ２名 

理事会 AD クラブ訪問エリアミーティングについて ローズデーについて ２０１９

年度 YWPA 奨学金応募の件 福島県立図書館に係る感謝状贈呈式について他 

福島県立図書館感謝状贈呈式 場所：福島県立図書館 

理事会・例会 ローズデーについてエリアミーティングの件 他 

メディアを通して国際女性デーをより多くの人に知ってもらうため、福島民報社、福

島民友新聞社を訪問 ２名 

仙台Ⅰゾンタクラブ ローズデー記念式典・講演会 ２名 

札幌 IRIS ゾンタクラブ創立３０周年記念式典・記念講演会 ２名 

行事案内 ５月２５日 第１０回２６地区エリア１エリアミーティング 

－ 釧路ゾンタクラブ －           会長名  柏木 智恵子  会員数８名 

クラブ活動報告 

 
３月７日、水野 AD がクラブ訪問で勉強会。 

今後の新入会員、伊藤美香さんを紹介し、

楽しくコミュニケーションをとりました。 

２月 ７日 

 

３月 ７日 

 

 

３月２３日 

例会・経過報告 大会希望者３名 新課題～継続について ゾンタローズデー募る 

３月７日に水野 AD を迎えて勉強会予定。 クラブマニュアル１０冊到着配布 

例会・経過報告 水野 AD を中心に例会開催 クラブの継続について・クラブ例会

体験 １名新メンバー出席、２名は次回の例会に出席 

国際女性ローズデー(家庭内の子供の虐待と女性の DV)４月に講演決定  

札幌 IRIS ゾンタクラブ３０周年記念式典出席 １名 

イベント案内 ４月２３日 

４月中 

国際ローズデー開催 

木下ガバナー・岡澤副ガバナー・水野 AD 釧路応援の為来釧予定 

－ 山形ゾンタクラブ －           会長名  松村 昌子  会員数１８名 

クラブ活動報告 

 
ローズデー記念講演会 講師 人形作家 

大滝博子氏 大滝氏と松村会長との対談方

式で講演会が行われた。大滝氏の言葉に多

くの人が涙し、作品に感動して下さった。 

２月 ７日 

２月２１日 

３月 ２日 

３月 ８日 

 

３月 ９日 

３月１５日 

３月２８日 

水野 AD ご訪問。例会についての助言を頂く 

理事会 

山形県男女共同参画センターチェリアネットワーク会議出席 

ローズデー街頭活動 国際女性デーPR 啓発用ティッシュ配布。山新に取材、掲載

される 

例会、ローズデー記念講演会及び寄贈式 ６０名の聴衆 

イオン黄色いレシートキャンペーン贈呈式参加享受 

理事会 

イベント報告 ３月３０日 山形市野草園ベビーカー寄贈式 

イベント案内 ４月 ２日 子供食堂(朝顔食堂)への訪問 寄付金持参 

 


