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～ AD便り～
ここ数日、花冷えの日が続いておりますが皆様お元気でお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。
2月は10日に開かれましたアドボカシー委員会主催の「児童婚の終焉を目指して」のテーマでユニセフ吉田好
江氏による講演会に出席し、まだ日本では馴染みの薄い児童婚についてユニセフがどのように取り組んでいるの
か勉強をしました。 14日には所属しています東京ⅡZCのクラブ訪問をいたしました。慣れ親しんだクラブ訪問は気
恥しく、緊張いたしました。エリアミーティングの説明をし、ホストクラブの群馬ゾンタクラブのSOMクラブですので協
力を仰ぎ、快く引き受けて下さいました。いつも通りきっちりと議事が進み、活発な意見が交わされ、最後は賑やか
に恒例のオークションで例会は終わりました。
3月の国際女性デーの8日には、公開岐阜ZC・名古屋SORAZC合同例会に出席いたしました。
当日は110人以上の方々が参加されました。「それぞれの分野から聞く 男女共生時代・
女性の生き甲斐とは」をテーマに中部学院大短期大学部の片桐多恵子学長、地上波
テレビ局で全国初の女性社長になられた森田順子社長、そしてゾンタを紹介するために
私がパネリストの一人として参加させていただきました。安田多賀子岐阜ZC会長の素晴らしい
司会進行のもと、片桐学長は性別や年齢に関係なく学問の門戸が開かれる重要性を強調され、
森田社長は女性にはだれでもリーダーになれる素質があると力強くお話されました。
私はボランティア団体に入る意義を母の活動から学んだことを話し、26地区とエリア2の活動を
紹介し、４つの奨学金の説明をいたしました。座談会とお食事が終了後、岐阜ゾンタクラブと名古屋SORAの例会に
参加させていただき両クラブの会員の皆様と和やかな交流の時間を持て有意義なクラブ訪問でした。16日には華
やかな三重ゾンタクラブ設立1周年記念チャリティーコンサートに参加しました。まだ誕生して1年と思われないよう
な会員の皆様の素晴らしいチームワークでした。13日には横浜ZCのローズデー例会で池上清子氏（長崎大学大学
院教授）のSDGｓの説明から始まり児童婚など26地区の目標に関連した貴重なお話を伺いました。
多忙な日々を過ごしましたが、私にとりまして貴重な経験と学びが与えられた2か月間でした。
現在は群馬ZCの会員の皆様とエリアミーティングの準備に励んでおります。エリアミーティングは年1回の勉強会
であり、他クラブの会員の皆様との貴重な交流の場でもあります。お一人でも多くの会員の皆様のご出席をお待ち
しております。
入

第10回エリア2エリアミーティング
テーマ「輝く女性の社会を作るために」
～Let’s take positive actions！～
日時：2019年5月11日（土）午前9時40分～午後4時半
場所：群馬県高崎市 「エテルナ高崎」
プログラム：🌹基調講演「女性の生き方～咲く場所は自分で決める～」
恵泉女学園大学学長 大日向雅美氏
🌹前橋市内でDV被害者支援等の活動をしておられる3団体の報告
🌹 ワークショップ リーダーシップトレーニング
「ゾンタを知り、誰もがリーダーに」
ロバート法の勉強 等
皆様にお会いできますのを楽しみにしております！

エリア2会員数
退会者

2019年3月31日現在
12クラブ 222名
☆倉石あつ子様 （松本 2月28日付）
民族学者としての仕事が多忙を極め活動困難となられました。
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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 / 43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
・3月16日（土）Rose Day イベント、出席者67名
・3月31日（日）東京Ⅱ主催、コンサート＆ビンゴ、4名出席
・2月10日（日） アドボカシー委員会勉強会「児童婚を終わらせる」1名参加 ・2月13日（水）例会
・2月24日（日） 横須賀ゾンタクラブ料理教室 1名参加 ・3月9日（土）国連ウィメン横浜主催講演会出席1名
・3月13日（水）例会ローズデイ 池上清子氏講演会 矢﨑エリア2AD、かながわ、横須賀ゾンタクラブ、男女共同参
画センター館長2名のご参加（写真） ・3月24日（日）札幌IRIS30周年記念式典2名参加
・3月27日（水）理事会 ・3月31日（日）東京Ⅱチャリティコンサート4名参加予定
・2月4日（月）日本補助犬フレンズ会 2名参加 ・2月7日（木）理事会
・2月14日（木）ＡＤ訪問例会 エリアミーティングについての卓話
・2月10日（日）地区アドボカシーセミナー 5名参加 ・2月15日（金）日本補助犬協会シンポジウム 4名参加
・2月20日（水）東京ⅢＺＣ事例研究会 1名参加 ・3月7日（木）理事会
・3月14日（木）ローズデー例会：勉強会 卓話 豊田会員 100周年基金にドネーション （写真）
・3月10日（日）名古屋SORAZCビンゴ大会 5名参加 ・3月16日（土）三重ZCコンサート3名参加
・3月16日（土）東京ⅠZCローズデー 3名参加 ・3月23日（土）札幌IRISZC30周年 5名参加
・2月6日（水）臨時理事会（公開例会の打ち合わせ） ・2月15日（金）2月例会・理事会
・3月5日（月）臨時理事会（3月8日公開例会最終打ち合わせと作業確認）
・3月8日（金）国際ゾンタ100周年・岐阜ゾンタクラブ設立35周年記念
ゾンタローズデー事業 テーマ：それぞれの分野から聞く ～男女共生時代・女性の生きがいとは～
岐阜ゾンタクラブ＆名古屋ＳＯＲＡゾンタクラブ合同例会及びエリア２ＡＤ訪問 （写真）
・3月10日（日）名古屋SORAゾンタクラブチャリティービンゴパーティー参加（９名）
・3月16日（土）三重ゾンタクラブ設立１周年記念チャリティーin2019参加（５名）
・3月23日（土）札幌IRISゾンタクラブ設立３０周年記念講演会参加（２名）・3月27日（水）臨時理事会 新事業の検討
・「国際女性デーに関する要望書」を9市町村に持参し面談。広報誌などに掲載依頼。 結果7市町村で掲載。
・災害見舞金寄付（真備町へ）
・3月10日(日）ローズデーイベント「性教育って、いつから？」今、子ども達に必要なこと
・2月3日（日）理事会 ・２月８日（金）あいち女性連携ホーラム 2名参加
・2月20日（水）例会 岐阜ゾンタクラブとの公開合同例会について
ローズデーイベント・ビンゴパーティーについて
・3月８日（金）岐阜ゾンタクラブ公開合同例会｛男女共生時代、女性の生きがいとは
・3月10日（日）第２１回チャリティービンゴパーティー 開催 （写真）
・3月16日（土）三重ゾンタクラブ チャリティ―コンサートin ２０１９ ３名参加
・3月24日（日）児童養護施設暁学園 出発を祝う会 ２名参加 ・理事会
・3月31日（日）東京ゾンタクラブ第３６回チャリティコンサート＆ビンゴパーティー ６名参加
・2月12日(月）第７回例会、理事会開催。２０周年記念誌編纂報告、アドボカシー委員による「児童婚勉強会」出席報
告。奉仕委員による寄付先（本牧活動ホーム、茅ヶ崎子どもの園）訪問。５月開催予定のチャリティーコンサート準備
・３月12日(火)第８回例会、理事会開催。ローズデー企画として、日本耳鼻咽喉科学会理事・奥野妙子医博による講
演会を開催。演題：「私の来た道」典型的な男性社会の中で男女共同参画担当理事として男女の区別なく活動でき
る環境整備に尽力し続け、ご自身の活躍の様子も具体例を挙げて講演。クラブ部外からのゲスト、在日外国人の参
加者もあり内容の濃いかつ和やかな会でした。
・かながわゾンタより２名の会員が第６３回国連女性の地位委員会に出席（３/１１～３/２２）。
・休会中のメンバーが今回参加。今後の復帰を期待している。
・2月10日アドボカシー委員会「児童婚の終焉を目指して」ユニセフ吉田好江氏講演会
・2月19日例会（ローズデイ記念イベントの準備、会計報告、他クラブの参加報告、趣意書）
・2月24日ローズデイ料理講習会「寒さに負けない体を作る！」21名参加（2007年3月17日より料理をツールにゾン
タの広報を続けて15回目の料理講習会です。楽しいひと時で、「次はいつ？」ときかれることが最大の喜びです。
・3月9日UN Women「SDGsってなあに？」吉本芸人のビスケッティが阿部首相のそっくりさんでジェンダーの平等
についての質問を受けました。「のび太くんのおかあさんはずっと家のことばかりしていて、お父さんが手伝わな
いのはなぜ？」「東京医科大の入試で女子が差別されたのはなぜ？」小学生から高校生までのチアダンスを見て、
この子たちの未来のためにも皆で頑張らねばと思えたイベントでした。（横浜南太田フォーラム）（写真）
・3月10日(日）名古屋SORAZCチャリティービンゴ（名古屋東急ホテル）
・3月13日(水）横浜ZC講演会「自分らしく生きる～持続可能な開発目標（SDGs）を中心に」
長崎大学大学院教授 池上清子氏（横浜ニューグランド）
・3月16日(土）「MEE TOOで変えよう!刑法性犯罪」一般社団法人Spring代表理事山本潤氏
（横浜アートフォーラムあざみ野）2020年の刑法の見直しを視野にいれてのロビーイングの仕方等
・3月19日(火）例会（AM議事録・決算報告書についての検討、AMの出欠確認、各イベント報告
・3月31日(日）東京Ⅱチャリティーコンサート＆ビンゴの集い（京王プラザホテル）

2

東京Ⅲ
№1677 / 12名
山田千鶴子会長
群馬
№1890 /6名
飯島百合会長
山梨
№1939 / 22名
窪田明美会長

三重
№1971 / 28名
高木久代会長

・2月4日(月） 定例例会 参加7名
・2月20日(水）第2回支援4団体の事例検討会
・3月1日(金） 理事会例会 参加5名
・2月2日（土） ＡＤ来訪（エリアミーティング打ち合わせ）
・2月10日（日）アドボカシー講演会参加 ＡＤ来訪（エリアミーティングの打ち合わせ）
・2月23日（土）Ｍサポ祭り参加（群馬ゾンタローズデイ）
・国際女性デーに関する要望書と山梨ZC会報を県下首長宛に発送する。
・2月7日（木）きずな会へ奨学金制度の打合せ2名
・2月1日0群馬ZCアドボカシー委員長主催の勉強会1名参加（東京）
・ピンクリボン協賛
・山梨ZC自動車運転免許助成奨学金制度の要項作成
・3月10日（日）松本ZCローズデー3名参加 ・ 3月16日(土）三重ZCチャリティー1名参加
・3月16日(土）東京ⅠZCチャリティー2名参加 ・3月21日 (木）ローズデーに併せて「卒業を祝う会」（里親会の対
象者）を開催予定 ・3月23日（土）札幌IRISZC30周年1名参加予定
・3月31日（日）東京ⅡZCチャリティー5名参加予定
・2月15日（金）例会 （お誕生会実施、チャリティーコンサート内容の検討など
第３回研修会 浜田果歩先生 演題：「また会いたい人」になる！魅せ方、話し方
・3月 7日（木） 例会 チャリティーコンサート開催内容の検討など
・3月15日（金） チャリティーコンサート前日打合せと準備
・3月16日（土） チャリティーコンサート開催 （写真）
報告： 3月16日に1周年記念として、初めてのチャリティーコンサートを開催致しました。
沢山の方々にご協力頂き、お蔭様で約270名が、クロマチックハーモニカ奏者_南里沙さんの演奏に魅了されました。
収益金の一部を、三重県のヘルプマーククラウドファンディング事業へ寄付するにあたり、ヘルプマークアンバサ
ダー_小崎麻莉絵さんのメッセージを読み上げると、多くの方々が涙され、満足頂けた様子に感激致しました。今後
も女性の活躍と子どもの食育をテーマに頑張ってまいります。

イベント/スケジュール(予定含む）
クラブ名

東京Ⅰ

イベント
・4月20日（土）例会にて寄付贈呈式“いのちの電話”“点字図書館”
・5月18日（土）昨年度奨学金受給者による卓話
・7月2日（火）18:00～21:00 東京Ⅰ主催 ZONTA 100周年チャリティー ディナーショー
出演：水谷八重子、ソン レイナス（女性だけのラテンサルサバンド） 会場：明治記念館

チケット：¥25,000

横浜

・4月6日(土）高松エリア4ミーティング2名参加予定
・5月11日(土）高崎エリア2ミーテング4名参加予定
・5月25日(土）福島エリア1ミーティング1名参加予定
・6月8日(土）徳島ゾンタクラブ50周年記念式典2名参加予定

松本

・6月16日（日）信州岩波講座/まつもと２０１９「持続可能な未来のために」
SDGｓが私たちに問いかけるもの 講師 国谷裕子（キャスター）への主要構成団体として企画実施

かながわ

・５月１４日にチャリティーコンサートを開催予定
場所：横浜ゲーテ座、ソプラノ歌手村田望、ピアノ伴奏出口ユミ
会費：3000円
満開の薔薇が咲く港の見える丘公園の向いです。ご参加くださいませ。

東京Ⅲ

・5月11日(土） 第10回エリア２エリアミーティング
・6月18日(火） 子どもの虐待防止啓発ビデオ「もがれた翼パート25-パッチワーク」上映会

群馬

・5月11日（土）エリアミーティング
・5月26日（日）群馬ゾンタまつり

三重

・第４回研修会
・特別養護老人ホームへ慰問

例会カレンダー
4月

5月

6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

20日（土）
18日（木）
3日（水）
18日（土）
16日（木）
8日（水）
15日（土）
20日（木）
5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

10日（水）
17日（水）
20日（土）
8日（水）
15日（水）
4日（土）
12日（水）
19日（水）
8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

11日（木）
9日（火）
18日（木）
16日（木）
14日（火）
16日（木）
13日（木）
11日（火）
20日（木）

岐阜
横須賀
三重
岐阜
横須賀
三重
岐阜
横須賀
三重

19日（金）
16日（火）
19日（金）
17日（金）
21日（火）
17日（金）
21日（金）
18日（火）
21日（金）
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クラブ トピックス
～ 横浜 ～

～ 横浜 ～

おめでとうございます！
岐阜ゾンタクラブの安田多賀子会長が、平成３０年度文化
庁長官表彰を受賞されました。長年にわたり、和装の伝統を
守られながら後進の育成に努め、関係団体の要職にあって
和装の普及・振興を図り、我が国の文化芸術に多大な貢献
されたことによります。表彰式は３月１８日旧文部省庁舎で
行われました。

～ 名古屋SORA～
～

～ 横須賀 ～

～三重～

～ 岐阜～

～東京Ⅱ～
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