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新しい年迎え、エリア 4 ゾンシャンの皆様には、素敵な一年の幕開けを祝われたことと存じます。
今年、国際ゾンタは、めでたく創立 100 周年を迎えます。国際ゾンタが、女性の地位の向上とその基盤となる女児の健
康と安全に焦点を当て、支援し、エンパワーメントし続けてきたことを私たち皆が知っています。100 周年を迎えるこの
年までに、どれだけ多くのゾンシャンが、その思いの詰まったバトンを繋いできたことでしょう。そして、今、その「正
直で信頼できるバトン」を、私たちが引き受けて走っているところだと思うと、誇らずにはいられません。
国際本部では、100 周年を記念して、私たちと同様の目標を掲げて活動している仲間を奨励するプロジェクトが立ち上
げられ、皆様の近くで活躍している NPO をご推薦頂く準備が進められていることと思います。26 地区においては、3 月 8
日のローズデーに向けて、私たちが行政の首長に対しローズデーの広報を要請することで、地域社会に大きく影響を与え、
ジェンダー平等達成を目指すための方策を推進中です。また、地区委員会からは、随時、情報をご提供いただき、学びの
機会を得ています。100 周年の節目が、私たち個人にとっても心に残る年になるように、いつもより少しだけ多く心を傾
け、少しだけ多く皆さんの時間をゾンタに提供してみるというのは如何でしょうか？
さて、エリア 4 では、来る４月６日に、高松ゾンタクラブ様のご協力を頂き、第 11 回エリアミーティングを開催いた
します。エリア４の皆様全員が、ご参加いただけますことをご期待申し上げます。

26 地区理事会
2019 年
1 月 26 日

第 3 回地区理事会

AD クラブ訪問・クラブイベント参加報告
2018 年
12 月 3 日

安芸コスモスゾンタクラブチャリティーコンサート

12 月 9 日

福井 FINE ゾンタクラブ認証状伝達式

12 月 17 日

岡山ゾンタクラブ JMK 地区賞授与式

2019 年
1 月 19 日

沖縄ゾンタクラブ訪問

1 月 21 日

徳島ゾンタクラブ訪問

徳島ゾンタクラブ
🌸3/8 ゾンタローズデイ行事
🌸3/18 徳島地域留学生に生活用品の提供
🌸6/8（土） 徳島ゾンタクラブ創立 50 周年記念式典・祝賀会
岡山ゾンタクラブ
🌸2 月 葛谷防衛玉野事務所長より講演
🌸3 月 ローズデーで岡山県立図書館へ児童図書の寄贈

高松ゾンタクラブ
🌸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 12 階
🌸3/24 13：00～14：30 ローズデー事業 （会場）高松丸亀町壱番街ドーム広場
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
🌸4/6 エリア 4 第 11 回エリアミーティング （会場）JR ホテルクレメント高松
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沖縄ゾンタクラブ
🌸3/16

14：00～ 沖縄ゾンタクラブ「ゾンタローズディ」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
🌸3/30 13：30～15：30「ローズデイ事業（女性に対する暴力撲滅に関するドキュメンタリー映画の上演）」
（会場）北九州市立男女共同参画センター・ムーブ

フェニックス神戸ゾンタクラブ
🌸2/16 早春のロビーコンサート ゾンタコーラス出演 （会場）県立総合リハビリセンター
🌸3/9
エリア 4 アドボカシー勉強会（姫路にて）

安芸コスモスゾンタクラブ
🌸3/26 ローズディイベント 人権とは？幸せとは？を考える卓話
セクシュアルマイノリティ啓発活動家の話「こころもからだもいろいろ、彩り豊かでええじゃん！」

姫路ゾンタクラブ
🌸3/10

🌸 3/12

姫路市国際交流スプリングフェスティバル

ローズデー ランチセミナー

SEN 姫路ゾンタクラブ
🌸3/16 14：00～ ロビーコンサート後援 （会場）兵庫県立歴史博物館：
🌸3/25 13：30～16：00 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
（会場）パルナソスホール

高松Ⅱゾンタクラブ
🌸3/24 13：00～ ローズデー

性暴力被害者支援センター「オリーブかがわ」街頭キャンペーン
（高松ゾンタクラブと一緒に実施予定）

福岡ゾンタクラブ
🌸3/24 14：00～16：00 ローズデー 講師；桂 由美氏（チケット全席自由 お飲み物＋洋菓子付き２５００円）
（会場）グランドハイアット福岡 3 階 ザ・グランド・ボールルーム

表

彰

SEN 姫路ゾンタクラブ
会員の島田まり子様が ピエトラ・ミリアーレ芸術勲章を授与されました。
🌹おめでとうございます。

新入会員

✣北九州ゾンタクラブ 吉岡 啓子 様

移籍会員

✣北九州ゾンタクラブ 斉木 聖佳 様 (東京Ⅲゾンタクラブに移籍)

退会会員

✣SEN 姫路ゾンタクラブ 松岡 るり子様
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✣福岡ゾンタクラブ

酒井田 和美 様

✣高松Ⅱゾンタクラブ

豊永 久美子

2 月 1 日現在

エリア 4

会員数 265 名

徳島（17 名）
◇12/3 理事会 ◇12/17 例会・インターナショナルナイト

留学生 4 名を招待して交流 ◇12/19 徳島県女性協議会理事会

に出席 ◇1/5 とくしま輝く女性・交流ディスカッションに出席 ◇1/7 理事会◇1/17「よりそいの樹とくしま」講演会『性
暴力と生きるリアル～共に変化を起こす～』に 5 名出席 ◇1/21 例会・新年会 エリア 4 和田津エリアディレクーのクラ
ブ訪問。アメリア・イアハートについてお話しいただき紙飛行機を飛ばした。ゾンタの課題を真剣に話し合った

鳴門（33）
◇毎月 8 日に理事会 ◇12/9 福井 FINE ゾンタクラブ国際ゾンタ加盟認証状伝達式に 2 名出席 ◇12/10 鳴門市社会福祉協
議会へ歳末助け合い募金を贈る/感謝状を拝受 ◇12/17 例会・年末パーティー（クラブ内バザーと輪投げ大会で奉仕資
金を調達/募金箱にローズデー寄付金を募る） ◇12/17 岡山ゾンタクラブ「JMK 地区アワード表彰式」に 1 名出席
◇12/19 徳島県女性協議会理事会に 1 名出席

◇1/5 鳴門市新年交流会に 7 名出席 ◇1/8「鳴門ゾンタクラブ 40 周年記

念誌」刊行 ◇1/17 新年例会（余興とビンゴで新年を祝う/募金箱にローズデー寄付金を募る） ◇1/19“colabo”代表
仁藤夢乃氏講演会に 2 名出席

◇1/23 四国大学 GZ クラブとの交流会に 9 名出席

岡山（21 名）
◇12/4 理事会（ANA クラウンプラザホテル岡山にて）◇12/17 国際ゾンタ 26 地区 JMK アワード表彰式（ANA クラウンプラザ
ホテル岡山にて）◇1/8 理事会（ANA クラウンプラザホテル岡山にて）◇1/16 例会（ANA クラウンプラザホテル岡山にて）

神戸（8 名）
◇12/2 第 8 回神戸ゾンタ講座「宝塚歌劇 ファントム 鑑賞」◇12/19 第 9 回ゾンタ講座「笑顔文字で年賀状」

✣1/17「阪神淡路大震災 24 年を迎えて」 もう 24 年、震災の思いを語るとともに国内はもとより、世界中からの支援
に改めて感謝。震災を体験した神戸だからできる支援を目指しています。✣
高松（43 名）
◇12/11 クリスマス例会 歌手 安倍由紀美様によるエンターテインメント ◇12/17 岡山ゾンタクラブ「国際ゾンタ JMK
地区アワード表彰式」に真鍋洋子様他 3 名出席 ◇12/27 理事会 1 月例会の議事内容を審議 ◇1/11 例会 卓話『私は私
が大好き！』講師：大西詠子氏 ◇1/31 理事会 2 月例会の議事内容を審議

沖縄（15 名）
◇12/2 定例会＆忘年会 18：30～ホテル ロコアナハ．アレッタ ◇1/19 役員会・定例会 11：00～ ANA クラウンプラザ
ホテル沖縄ハーバービュー（地区役員クラブ訪問

26 地区ガバナー木下彰子様/国際委員 国際ゾンタ奉仕委員会委員

26 地区パラメンタリアン豊田由起子様/26 地区エリア 4 エリアディレクター和田津美智代様）

北九州（26 名）
◇12/1 役員会 ◇12/17 定例会 ◇12/24 ハートフルパーティー2018 ◇1/4 西南女学院大学ゴールデン Z クラブ主催「カ
ンボジア文化交流会」2 名参加 ◇1/12 役員会 ◇1/21 定例会

フェニックス神戸（9 名）
◇12/9「文化祭‐国際交流フェスティバル‐」にゾンタコーラスと茶道奉仕で出演 ◇1/12「初釜」ジブチ、タンザニア
タイなどの留学生も参加 ◇1/15 1 月理事会・例会
生会館にて

◇1/27 新年懇親パーティー

留学生会館にて ◇1/26「おせち料理」とコーラスを楽しむ

留学

神戸倶楽部にて開催（90 余名参加）

安芸コスモス（16 名）
◇12/3 第 15 回チャリティーディナーコンサート「木原朋子

魅惑＆驚き 筝の世界

抽選会」会場：リーガロイヤルホ

テル広島 ◇12/23 県の男女共同参画すすめる会 式典・祝宴に出席 ◇1/8 役員会 ◇1/22 新年例会

姫路（17 名）
◇12/12 プログラム委員会 ◇1/18 奉仕委員会・指名委員会

SEN 姫路（21 名）
◇12/9 福井 FINE ゾンタクラブ国際ゾンタ加盟認証状伝達式・祝賀会出席◇12/12 理事会 ◇12/15 クリスマス例会
◇1/12 高砂市連合 PTA 活動報告会に来賓として参加 ◇1/14 新年例会 ◇1/16 理事会 ◇12/12・1/26 あいめっせ登録団
体連絡会出席

高松Ⅱ（9 名）
◇12/12 例会 ◇1/16 例会
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福岡（30 名）
◇12/5・1/9 役員会（山田屋ビル 5 階）

◇12/17 例会・忘年会（リストランテ窪津）

◇1/21 例会（グランドハイアット福岡）

徳島ゾンタクラブ
12 月例会はインターナショナルナイト。大学院留学生 5 名を招待。インドネシアからの男性は生活のために
断れないアルバイトが入ったとかで欠席。厳しい生活を垣間見た思い。会食をしながら日本語・英語・母国語
を交えて団欒しました。1 月例会には和田津 AD のご訪問。新年会では、平尾会員の指導で、日本手拭いを首
纏い「スカイツリー音頭」を皆で楽しく踊りました。平尾師匠の選んだベストダンサーは和田津 AD 様でした。

鳴門ゾンタクラブ
1/17 の新年例会は、新入会員のため改めて「アメリア・イアハート」の勉強をしました。例会の後の
お楽しみ会では、会員の趣向を凝らした出し物とビンゴゲームを楽しみ、最後はみんなで歌を歌って
賑やかに新年を祝いました。

岡山ゾンタクラブ
12/17 国際ゾンタ 26 地区 JMK アワード表彰式を ANA クラウンプラザホテル岡山にて行う。受賞者の
高橋桃花さん、槇野岡山大学長、横井岡山大学学長等、ご臨席を賜りました。また、山下貴司法務大臣
からお祝いビデオメッセージをいただきました。（山下美和子副会長は、山下貴司法務大臣令夫人）

神戸ゾンタクラブ
12/19 大吉ゆう子先生の指導の下、笑顔文字のすばらしさを体験できました。予定の 1 時間半では短すぎ、
みなさんなかなか終わろうとされません。「次回は 5 月鯉のぼりがいいね」という声も聞かれました。

沖縄ゾンタクラブ
1/19 18：30～地区役員・沖縄ゾンタクラブ会員懇親会 会場：竜宮城うらしま
パラメンタリアン豊田由起子様、エリアディレクター和田津美智代様

参加：ガバナー木下彰子様

沖縄ゾンタクラブ会員

北九州ゾンタクラブ
12/24 リーガロイヤルホテル小倉で「ハートフルパーティー2018 Le Velvets クリスマスディナーショー」
を開催し、多くのお客様にお越しいただき、盛会のうちに終了いたしました。Le Velvets 様の素晴らしい歌、
美味しいお食事、和やかな懇談で、ご出席の皆様に楽しい時間を過ごしていただけたのではないかと思います。

フェニックス神戸ゾンタクラブ
12/9 兵庫県国際交流会館の文化祭に参加し、ゾンタコーラス出演。お茶席を設け、留学生達にもお点前披露。
1/27

2019 年新年懇親パーティー開催。神戸倶楽部にて。毎年１月の恒例行事で、近隣ゾンタクラブの皆様や

日頃ご支援いただいている地域の皆様とソプラノ独唱に耳を傾け、食事と「みんなで歌おう」の一時を過ごした。

安芸コスモスゾンタクラブ
12/3 チャリティーディナーコンサート「木原朋子氏による筝の演奏」 気迫こもった優雅な演奏に、
皆引き込まれたひと時でした。

姫路ゾンタクラブ
12 月の例会では、流行の『U,S,A』を踊ってみる等、若い気持ちでいられるようにとの工夫を凝らした
プログラムを楽しみました。１月の新年例会は、護国神社でのご祈祷から始まり、プログラムでは福笑い
と新年を明るく迎える事ができました。募集を開始したローズデーランチセミナーも、お陰様で嬉しい
悲鳴となっており、しっかりと頑張りたいと思います。

SEN 姫路ゾンタクラブ
12/15 クリスマス例会：豪華和食に舌鼓を打ちながらプレゼント交換を行った。1/14 新年初笑い例会
播磨国総社で新年のご祈祷をしていただき、昼食後、場所を移して落語家 桂米團治さんの独演会を鑑賞。
日本の伝統芸能を堪能、笑い転げました。

高松Ⅱゾンタクラブ
11/12 に実施した「こころの和」コンサートのお礼状が、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の生徒さんから届けられました。

福岡ゾンタクラブ
12/17

忘年会

リストランテ Kubotsu にて
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