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神戸ゾンタクラブ 

🌸4/14 うまいもん食べ歩き  

高松ゾンタクラブ 

🌸4/6 第 11 回エリア 4 エリアミーティング（会場）JR ホテルクレメント高松 

沖縄ゾンタクラブ 

🌸8/17 13：00～ ゾンタ会員ミニバザー（会場）ANA クラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー 

🌸9/14 16：30～  沖縄ゾンタクラブ ゾンタバザー（会場）特別養護老人ホーム大名『大名まつり会場内』 

北九州ゾンタクラブ 

🌸10/10～10/12 国際ゾンタ 26 地区第 15 回地区大会（会場）リーガロイヤルホテル小倉 

フェニックス神戸ゾンタクラブ

🌸4/12 18：00～ ウェルカムパーティー  （会場）留学生会館 

🌸8/23 14：00～ 真夏のロビーコンサート （会場）兵庫県立総合リハビリテーションセンター 

Zonta International D26 

国際ゾンタ２６地区 エリア 4 エリアディレクター 和田津 美智代 

TEL & FAX 088-685-8432 E-mail  d26area4director@zonta-d26.jp

No.5 2019年 4月１日号     

季節の変わり目の不安定な日が続いていますが、天候とは裏腹に、本号に寄せられた各クラブからのご

報告によりますと、エリア 4のゾンシャンの皆様は、3月、100周年記念事業として、女性デー宣言を各

地域の首長に対し、強くアピールして頂くことを要請し、それぞれに素晴らしい活動を展開されたようで

す。26 地区統一のアクションを起こしたことの成果として、ご自分の地域で、この活動がメディアや新

聞に取り上げられたこと、また、それに対する周囲の人々の反応にも、手ごたえを感じていることと思い

ます。ゾンタが目標とする好ましい変化を得るために、社会システムに対して、インパクトを与えること

ができたなら、それは、とても喜ばしいことだと思います。 

さて、エリア 4 エリアミーティングを間近に控え、ホストクラブの高松ゾンタクラブの皆様に多大な

るご協力を頂きながら、エリア 4の皆様と有意義な時間を過ごせるように、最終準備にかかっています。 

今回のエリアミーティングでは、「ジェンダー平等」を実現するために、新しい視点を見出し、今後の活

動に活かして頂けたらと考えて、今を生きる男性講師をお招きしました。エリアミーティングの目的は、

ただ学ぶだけの場ではないと思います。年に一度、皆で学び、エリアの仲間と触れ合う機会を十分に生か

し、交流をするのも楽しみの一つではないでしょうか。高松でお待ちしています！ 

26地区エリア 4第 11回エリアミーティング開催日程 

日時：2019年 4月 6日（土） 9：00～16：30 

場所：JRクレメントホテル高松 3階 「飛天」「玉藻」 

ホストクラブ  高松ゾンタクラブ 

ADクラブ訪問・クラブイベント参加報告はエリアミーティングでご報告いたします。

ご 挨 拶 
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SEN 姫路ゾンタクラブ  

🌸10/6 SEN姫路ゾンタの「第２回 いきいきわくわく健康フェスタ」     

  

 

4 月 1 日現在 エリア 4 会員数 264 名 

徳島（17 名） 

◇2/4・3/4理事会◇2/18例会 ◇3/5徳島大学国際展開推進シンポジウム・留学生の卒業終了を祝う会に出席/鳴門 ZC

ローズデー講演会に出席 ◇3/7「知事とのしゃべり場」に出席 ◇3/9エリア 4アドボカシー勉強会に 4名出席 ◇3/15

「よりそいの樹とくしま」ステッカーをセブンイレブンに配付セレモニー ◇3/18例会にて奨学金贈呈 徳島大学大学

院知能情報システム工学専攻 胡峻琳さん（中国）推薦者の任福継教授は出張で欠席◇3/19徳島県知事に「女性デー宣

言」要望書を提出 

鳴門（33 名）  

◇毎月 8日に理事会  ◇2/17例会 神部真理子 26地区アドボカシー委員長からの資料に基づき「同一労働同一賃金」

についての勉強会を行う〇26地区 100周年記念事業 DVD制作 クラブチャーターメンバー代表に大塚道子会員を推薦   

◇2/21高松 ZCチャリティーバザーに 10名参加 ◇2/23・24売春防止啓発キャンペーン「私たちは『買われた』展 in

徳島」に 4名参加 ◇2/27県女性協議会第 5回理事会に 1名出席 ◇3/5ローズデー講演会を開催。併せて「ローズデー

提言」を行い、鳴門市長に提言書を手渡す ◇3/9エリア 4アドボカシー合同勉強会（in姫路）に 2名出席 ◇3/23札

幌 IRISZC設立 30周年記念式典に 1名出席 ◇3/25SEN姫路 ZC「ゾンタローズデーチャリティーコンサート」に 1名参

加 ◇3/28老健施設慰問（12名＋四国大学 GZクラブ会員 5名） 

岡山（20 名） 

◇2/5理事会（ANAクラウンプラザホテル岡山にて）◇2/20例会。2月例会及び防衛講話。演題『海上自衛隊の責務と

国際情勢について』（ANAクラウンプラザホテル岡山にて）◇3/7理事会（ANAクラウンプラザホテル岡山にて）ロー

ズデーにつき、岡山県立図書館に児童書贈呈 ◇3/8自治体（玉野市）に 3月 8日を『女性の祝日』にする要望書を

手渡しました。 

神戸（8 名） 

◇2/19兵庫県知事宛てに「国際女性デーに関する要望書」を県庁女性室女性生活部長に提出した。◇2/21理事会・例

会 ◇3/7ひょうごの風紀環境をよくする会研修会「性の多様性～LGBTQ」2名出席 ◇3/9アドボカシー勉強会「児童婚

と人口問題」2名出席 ◇3/12姫路ゾンタクラブ ローズデーセミナー1名出席 ◇3/14理事会・例会 アドボカシー勉強

会伝達講習 

高松（43 名） 

◇2/12例会◇2/21チャリティーバザー ◇2/28理事会 3月例会の議事内容を審議 ◇3/5鳴門ゾンタクラブローズデー

講演会 2名参加 ◇3/9エリア 4アドボカシー勉強会（姫路）2名参加 ◇3/11夜間例会 香川県立盲学校への寄付目録

贈呈式 ◇3/23札幌 IRIS 30周年 1名参加 ◇3/24ローズデー事業・100周年記念事業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 ◇3/28理事会 4月例会の議事内容を審議 

沖縄（15 名） 

◇2/16役員会・定例会 ◇3/8  3・8国際女性デー沖縄県集会 糸数慶子会員参加 ◇3/17沖縄ゾンタクラブ「ゾンタロ

ーズデー」講演会 

北九州（26名） 

◇2/2役員会・豊田由起子パーラメンタリアンによる地区大会勉強会 ◇2/15「国際女性デーに関する要望書」を 7名

で北橋北九州市長へ提出 ◇2/18定例会 ◇2/22国連ウィメン日本協会北九州「第 2回役員会」◇3/2役員会◇3/9エリ

ア 4「アドボカシー勉強会」1名参加 ◇3/11-3/22 CSW１名参加 ◇3/18定例会 ◇3/24福岡ゾンタクラブ「Yumi 

Katsura Talk Show」６名参加 ◇3/26国連ウィメン日本協会北九州「2019年度総会」5名参加 ◇3/30ローズデイ記念

事業 

フェニックス神戸（10 名） 

◇2/19女性宣言デー提言書提出（姫路・SEN姫路・神戸のゾンタクラブ代表者による）◇2/19理事会・例会（提言書

の検証） ◇3/2留学生会館 茶道指導奉仕 ◇3/9エリア 4アドボカシー勉強会に 4名参加 ◇3/12理事会・例会（アド

ボカシーの勉強会を振り返る）◇3/23留学生会館 コーラスとひな祭り行事を楽しむ。 
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安芸コスモス（16名） 

◇2/12役員会 ◇2/26例会 寄付報告「平成 30年 7月豪雨災害」の寄付先「呉 YWCAの報告」◇3/10国際女性デー「憲

法を知ろう！～映画『不思議なクニの憲法 2018』をみんなで観よう～」参加 ◇3/12役員会 ◇3/26例会 卓話「セク

シャルマイノリティーを知る」ローズディとして「人権」を考える。セクシュアルマイノリティ啓発。テーマ「自分ら

しさって何だろう？～性同一性障害とレズビアンの私達がつたえたいこと～」講演者 2名 

姫路（17 名） 

◇2/19 兵庫県内 4 クラブ合同で兵庫県知事への国際女性デー宣言に関する要望提出 ◇3/9 エリア４アドボカシー勉強

会の会場手配と受付の実施 ◇3/10 国際交流スプリングフェスティバルで折り紙とお抹茶体験の実施 ◇3/12 ローズデ

ーランチセミナー（講師：谷本道哉氏）を実施 

SEN 姫路（21 名） 

◇2/4姫路市男女共同参画課(市長宛) ◇2/13理事会 ◇2/15あいめっせ登録団体連絡会出席 ◇2/19兵庫県庁(知事宛)

に国際女性デーPR(県へは神戸・フェニックス神戸・姫路 ZCと共に要望書提出) ◇2/20例会  ◇3/9エリア 4アドボカ

シー勉強会に参加 ◇3/10国際交流スプリングフェスティバルに兵庫県立大学ゴールデン Zクラブと参加 ◇3/12姫路

ZCローズデーランチセミナー参加 ◇3/13理事会  ◇3/16兵庫県立歴史博物館ロビーコンサート後援 ◇3/25『第 5回

ステラ・ケ・ブリラ(輝く星)』開催 

高松Ⅱ（9名） 

◇2/13例会 ◇2/21高松ゾンタクラブチャリティーバザー参加  ◇3/22 児童養護施設 亀山学園へ寄付  ◇3/24例会 

高松ゾンタクラブと性暴力被害者支援センター「オリーブかがわ」街頭周知キャンペーン実施 

福岡（29 名） 

◇2/6・3/6 役員会（山田屋 5F）◇2/18・3/11例会（グランドハイアット福岡） 

◇3/24 14:00～16:00グランドハイアット福岡にて３月ローズデー「桂由美 トークショー」を開催 

 

徳島ゾンタクラブ   
 徳島県性暴力被害者支援センター「よりそいの樹とくしま」のステッカーをコンビニに配付 

セレモニー。4月中に会員が手分けしてコンビニへ持参し、設置協力する予定です。 

 徳島県知事に、県の広報誌「OUR徳島」等で「女性デー宣言」をしていただきたいとの要望 

に「良いご提案をありがとうございます。女性活躍の場がますます増えるよう努力します」と 

の返事をいただき、翌日の徳島新聞（3月 20日付け）に掲載されました。 

 

鳴門ゾンタクラブ   

  3/5ゾンタローズデー講演会を開催しました。講師に、公益社団法人誕生学協会認定 誕生 

学アドバイザーとして性犯罪等の被害から子ども達を守るための活動に力を入れている仙頭真 

希子弁護士に「子どもの性といのちを守るために～親・地域ができること～」と題してご講演 

いただきました。講演に先立ち、セレモニーとして和田津エリアディレクターが「ローズデー 

提言」を行い、鳴門市長に提言書を手渡し、お言葉を頂きました。参加者から「とても良い講 

演だった」との感想が多く寄せられました。講演の模様は地元紙（徳島新聞）と地元ケーブル 

テレビでも紹介され、ゾンタの PRにもなりました。 

                                       

 

3/7国連・国際女性デー（ローズデー）を記念して、岡山県立図書館へ児童図書を寄贈。 

館長より、累計 400冊以上の贈呈に感謝のお言葉を頂きました。 

神戸ゾンタクラブ     

 2/19兵庫県内の神戸、フェニックス神戸、姫路、SEN姫路の 4クラブで、県知事宛に「国際 

女性デーに関する要望書」を届けました。 

松森女性生活部長には、これからどんどんゾンタクラブの情報をお伝えしたいと思っています。 

 

岡山ゾンタラブ  
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3月は 9日～12日までイベントの連続でしたが、その中でゾンシャンの結束を感じる事がで

きました。10 日の国際交流スプリングフェスティバルでは、外国人の方を中心に約 50 名の方

に、折り紙でこいのぼりを作って季節を感じると共に、お抹茶を飲んで頂きました。12日のロ

ーズデーランチセミナーでは、『みんなで筋肉体操』の谷本道哉氏に、生涯現役をテーマに実技

を含めた講演を行って頂き、多くの方にいつまでも元気でいる秘訣を教えて頂きました。 

 

 

高松ゾンタクラブ 

 2/21第 26回チャリティーバザーを開催いたしました。例年にも増して多くのバザー品が 

集まり、また、多くのお客様に来ていただき大盛況でした。新聞などにも取り上げていただき 

ゾンタのことを知ってもらえるいい機会にもなりました。 

 

沖縄ゾンタクラブ                     

 3/17 14：00～ 沖縄ゾンタクラブ「ゾンタローズデー」講演会 

☆【テーマ】「裸足で逃げる」の若者たちの仕事・学校・日々のこと 

場 所 ：ANAクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー  

講 師 ：上間陽子氏 琉球大学教育学部研究科教授 

 

北九州ゾンタクラブ 

 3月の例会では、西南女学院大学ゴールデン Zクラブから本年卒業される 5名のクラブメン 

バーをお招きしてお祝いをしました。それぞれ自分の進路をしっかりお持ちで、たくましく思 

います。皆さんのますますのご活躍を心よりお祈りしています。 

 

フェニックス神戸ゾンタクラブ 

 2/22 早春のロビーコンサートを実施した。設立 10周年を記念して兵庫県立総合リハビリテ 

ーションセンターに「黄色いピアノ」を贈呈して以来、今回で第 21回目のロビーコンサートと 

なる。留学生やゾンタ会員がコーラスを披露した。中国語で「ふるさと」を歌い、最後は会員 

作曲の「黄色いピアノの歌」で締めくくった。一曲ごとの患者さんたちの大きな拍手がとても 

嬉しく、緊張も和むひと時であった。 

 

安芸コスモスゾンタクラブ                
「平成 30年 7月豪雨災害」の寄付先   「呉 YWCAの報告」集合写真 

 

 

姫路ゾンタクラブ 

 

SEN姫路ゾンタクラブ  

3/25 13：30～16：00 パルナソスホールにおいて、ローズデー/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、13名の和洋の音楽家が出演し、 

子どもさんも含めて多数の市民のご来場を得て好評を博しました。 

 

高松Ⅱゾンタクラブ                       

 3/22 毎年、夏休みに読み聞かせをおこなっている児童養護施設「亀山学園」へ 

寄付金を持参しました。 

 

福岡ゾンタクラブ  

2/18 19：30より、古希お祝い食事会をグランドハイアット福岡にて行いました。       

 

 

        

    

      表彰、新入会員、退会会員についてのご報告はありませんでした。 


