
 

 
 
 
 
 

                         ～ AD便り～ 
4月18日の晴天の日に山梨ゾンタクラブを訪問してまいりました。例会場所は木々に囲まれ、 
森の中のお城のような素敵な会場で開かれました。お昼に開かれましたが、16名のメンバーが 
ご出席され、和やかな雰囲気の中、穏やかな窪田会長のリーダーシップのもと、まだ設立4年目の 
クラブとは思えない程、全員参加型例会できっちりと例会が行われました。初めてお会いする会員の 
皆様も多く、とても楽しく交流ができ幸せな気分を味わえたクラブ訪問でした。 
4月6日にはエリア4、そして5月25日にはエリア1のエリアミーティングに出席しました。活気に溢れた 
素晴らしいミーティングで大変勉強になりました。5月11日にエリア2第10回エリアミーティングが 
開かれ無事終わりホッとしております。ホストを務めて下さいました群馬ゾンタクラブの皆様、本当に有難うございました。 
素晴らしいチームワークでした。横須賀ゾンタクラブと私の所属クラブの東京Ⅱゾンタクラブの皆様、ご支援、ご協力下
さり有難うございました。そしてご出席下さいましたゾンシャンの皆様に心より感謝申し上げます。 
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            各クラブ会長のエリアミーティングの感想      
🌹東京Ⅰ：各クラブ会長の報告方々の挨拶、また特に各テーブルごとに、ロバート法を用いての審議のやり取りを 
      経験した事が良かった。松本クラブの25名会員出席には拍手を送りたい。 
🌹横浜：少ない人数にも拘らず、とても強い結束力と若さのパワーを感じた充実感のあるエリアミーティングでした。  
    大日向先生のお話には沢山の素敵な言葉があり心に残りました。「しなやかに凛として」「汝の光を輝か   
    せ」 ロバート法は勉強になりましたが、継続して勉強する必要を感じました。 
🌹東京Ⅱ：「咲く場所は自分で決める」の講演にて、自分たちの活動を見つめ直す良いきっかけとなりました。 
     共に学びよい機会を提供していただき今後の活動に活かして行かれるよう努力したいと思います。 
🌹岐阜：アットホームな雰囲気で楽しいミーティングであった。 
    ・群馬ゾンタクラブの奉仕先の団体の活動発表があり、その団体の代表者が最後までミーティングに参加   
     されたことは異例ながらとてもよかった。・他のクラブの報告を聞くことは参考になる。又クラブ間の交流   
     があり、参加する意義を実感。・会長会議がなくなりその時間を参加者全員のところで各クラブの報告を   
     することはよかった。報告内容を検討したならばもっと意義深かった。 
🌹松本：6人で運営した群馬ゾンタクラブの皆さんとサポートして下さった矢崎エリアディレクター、本当に有難うご  
     ざいました。充実した会合でした。日帰りのエリアミーティング、やれば出来るを実感しました。 
🌹名古屋SORA：今回はゾンシャンとして、①基本的なこと・リーダーシップについて、②ロバート法について学ぶこ 
    とができた。ワークショップでは、他クラブの方とディスカッションを通して交流ができたことは有意義でした。 
🌹かながわ：群馬の皆様の日頃のご努力がよく分かりました。ゾンタの精神を着実に実行している事実を見て勉 
     強になりました。エリアミーティング開催にあたり、役員の皆様、他クラブの皆様の協力をみてゾンタの結 
     束力の強さを実感しました。 
🌹横須賀：大日向先生の講演がとても良かった。群馬ＺＣの皆様の連帯が素晴らしい！ 
     色々な視点でのご意見があり、よかった。ロバート法も台本がよくできていたので、理解しやすかった。司 
     会進行も手際よくすばらしかった。群馬ＺＣの支援先のお話をじっくりと聞きたかったです。 
     Positive Actionの考え方はハッとして自分自身の決意表明でもありました。 
🌹東京Ⅲ：私は参加できなかったのですが、参加者から、和気藹々とした、穏やかで大変良いエリアミーティング  
     だったと聞いております。 
🌹群馬：エリアミーティングでは大変世話になりました。１００名近い方々にご参加いただき心から感謝いたします。  
    木下ガバナーをはじめとして、矢﨑ＡＤのリーダーシップのもと、きめ細やかなご指導いただき、また多くの  
    方々の実ある助力をいただき、お陰様で無事に終了することができました。心からお礼申しあげます。 
🌹山梨：とても有意義な一日でした。開会式から基調講演、支援先の報告、午後はワークショップ、ロバート法を学  
    び、わかりやすくとても勉強になりました。ロバート法については、実践できるように取り入れていきたいです。 
🌹三重：各クラブ会長報告よかったと思います。ゾンタに関する基本的なことやロバート法について持ち帰り、５月例  
     会には前回の議事録を承認する仕組みを取り入れました。今後も改善に努力します。 
 
 
 
 
  
  

【レポート】国際ゾンタ26地区エリア2 第10回エリアミーティング 
  令和元年5月11日（土）に群馬ZCをホストクラブとして高崎市 エテルナ高崎で国際ゾンタ26地区エリア2第10回エリアミー
ティングが開催されました。「輝く女性の社会をつくるために～Let’s take positive actions～」をテーマに掲げ、100名近い方々

にご参加頂きました。今回は会長会議は行わず、開会式の最後に各クラブ会長にガバナー通信とエリア通信をどのように
活用されておられるのか、そしてこの1年で最も印象に残っておられるイベント/活動についてお話頂きました。恵泉女学園
大学学長 大日向雅美先生の心に響く基調講演の後、群馬県内でDV被害者支援や児童養護に携わっておられる3団体の
代表の方々の現況報告、昼食後は国連委員長の浅野万里子様にCSWの報告をして頂きました。午後には2つの有意義な
ワークショップを通してゾンタの基本とロバート法を学び、実りの多いトレーニングセミナーでした。 
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参加者の皆様にアクションカードに（私は     します）と決意表明を記入して頂
き、69枚の葉っぱで見事な「決意の木」が出来上がりました。メッセージの例：★一

人一人がその人らしく輝ける力、光の源になりチャレンジし続けます★未来ゾンタ
のために若い会員をゲットします★女性の権利は人間の権利だということを訴え続
け、ジェンダー平等の達成のために努力をします★もっと積極的にゾンタを発信し
ていく努力をします★目標に向かってしなやかに諦めないで前向きにチャレンジし
ます。（全てのメッセージは議事録に掲載いたします。） 
 

 
 
 

開会式の模様 ガバナー木下彰子様による来賓挨拶 恵泉女学園大学学長 大日向雅美先生の基調講演。
「女性の生き方～咲く場所は自分で決める」のテー
マで素晴らしいお話を伺い、感銘を覚えました。 

パラメンタリアン豊田由起子様によ
るワークショップ「ゾンタを知り、誰も
がリーダーに」でゾンタの基本を学
びました。 

リーダーシップ開発委員、元ガバナー山本
蒔子様によるワークショップ「ロバート法」を
分かりやすく学ぶためにロールプレイを取
り入れ実践的に学びました。 

ロールプレイのデモンストレーション 

各グループの発表 
昼食・懇親会 他クラブのゾンシャンとの 
交流を楽しみました。 

エクスカーション 

木下ガバナーが26地区の発展を祈念して

鐘をついて下さいました。きれいな澄んだ
音色でした。水澤観世音に於いて 

世界遺産に登録された富岡製糸場でガイ
ドの説明を真剣に聞いておられるメンバー 
 

水澤観世音にて集合写真（20名参加） 

決
意
の
木 



クラブ活動報告 
クラブ名 活動内容 

東京Ⅰ 
№492 / 13名 
的場博子会長 

・4月12日（金） ソウルクラブ、ハン会長来日、夕食会 
・5月11日（土） エリアミーティング、3名出席 
・5月18日（木） 2018年度奨学金受給者、広澤康衣女史より活動報告 

横浜 
№594 / 17名 
佐藤惠子会長 

・4月6日（土）高松のエリア4ミーティング 2名参加 
・4月10日（水） 例会 
・5月8日（水） ギフトフェア出店者説明会、例会 
・5月11日（土）高崎でのエリア2ミーティング 5名参加（写真） 
・5月14日（火） かながわゾンタクラブ春のコンサート 3名参加 
・5月25日（土）福島のエリア1ミーティング 1名参加 
・5月31日（金） 秋田ゾンタクラブ30周年記念式典 1名参加 

東京Ⅱ 
№1071 / 24名 
後藤愛子会長 

・4月6日（土）エリア４エリアミーティング            参加2名 
・4月10日（水）京都Ⅱゾンタクラブチャリティ園遊会     参加 3名 
・4月12日（木）4月例会時3/31チャリティーイベント慰労会 
・5月11日（土）エリア２・エリアミーティング    参加14名 GZ 2名 
・5月14日（火）かながわゾンタクラブチャリティーコンサート 参加 4名 
・5月25日（土）第10回エリアⅠエリアミーティング       参加 3名 
・5月25日（土）恵泉女学園大学スプリングフォーラム     参加 3名 
・5月31日（金）秋田ゾンタクラブ30周年記念式典 参加3名 ２０１９年３月３１日イベント補助犬との合同写真 

岐阜 
№1078 / 22名 
安田多賀子会長 

・4月6日（土）エリア４エリアミーティング（高松）に参加。（２名） 
・4月8日（水）臨時理事会（チャリティバザーについて・２６地区奉仕委員長からのクラブ奉仕状況の 
       アンケート審議・理事会開催日の変更について） 
・４月19日（金）４月例会 （２６地区次期地区役員等の推薦者依頼。５月例会にて審議） 
・5月11日（土）エリア２第１０回エリアミーティング参加（３名） 
・5月17日（金）理事会・５月例会 （チャリティーバザーはJR岐阜駅前賑わいづくり事業に参加し、他団体と 
       のコラボイベントで開催決定） 

松本 
№1522 / 42名 
遠山雪子会長 

・4月4日（木） 理事会・4月18日 例会・4月16日 新入会員勉強会 
・信州岩波講座/まつもと2019実行委員会 4月25日（木）・5月23日（木） 
・5月9日（木） 理事会 ・5月11日（土） エリア2エリアミーティング（群馬ZC）参加 会員21・GZ2 
・5月16日（木） 例会・横浜世界大会・松本ゾンタクラブメモリーブック作成・配布 

名古屋SORA 
№1531 / 11名 
久田礼子会長 

・4月6日（土）  高松ゾンタクラブ「第11回エリア4エリアミーティング」 参加2名 
・4月10日（水） 京都Ⅱゾンタクラブ「第36回チャリティー園遊会」 参加1名 
・4月17日（水） 例会「各委員会活動と反省、今後に向けて」「ビンゴパーティー振り返り」 
・4月28日（日） 理事会 
・5月11日（土） 和歌山ゾンタクラブ「第11回エリア3エリアミーティング」 参加1名 
・5月11日（土） 群馬ゾンタクラブ「第10回エリア2エリアミーティング」 参加3名 
・5月15日（水） 例会「今年度事業計画の反省、来年度事業計画案の検討」 
・5月25日（土） 福島ゾンタクラブ「第10回エリア1エリアミーティング」 参加2名 

かながわ 
№1598 / 13名 
清水佳子会長 

・4月9日例会にて ５月のチャリティーコンサート準備 

・5月11日エリアミーティングに3名出席、来年度の開催を皆様にお知らせし出席のお願いをした。 
・5月14日チャリティーコンサートを開催。悪天候にも拘らず、多数の参加者を迎える事が出来た。 

横須賀 
№1665 / 6名 
地主ちづ子会長 

・4月10日（水）～14日（日） 第９回エリアミーティング議事録発送 
・4月16日（火） 月例会（高崎エリアミーティングの注意事項、ガバナー通信、エリア通信，） 
・5月８日（水）横浜ＺＣギフトフェア説明会 
・5月１１日（土）第10回エリアミーティング参加、受付手伝い、（エテルナ高崎） 
・5月14日（火）かながわＺＣチャリティーコンサート（山手ゲーテ座） 
・5月１9日（日）横須賀子育てフェア（横須賀学院小学校体育館、ママブルコンサート） 
・5月21日（火） 月例会（エリアミーティングの感想、ウィーン会議、国際会費ほか） 
・5月26日（日） 子育て支援 サツマイモの植え付け（駅前県有地） 

東京Ⅲ 
№1677 / 9名 
山田千鶴子会長 

・4月5日（金） 理事会例会  参加６名 
・5月8日（水） 理事会例会  参加６名 
・5月11日 （土）エリア２エリアミーティング 浅野会員、竹ノ内会員 参加 

群馬 
№1890 /6名 
飯島百合会長 

・４月６日（土）  エリア４アリアミーティング参加 村上浩子 
・４月18日（木） 理事会 エリア２エリアミーティングのプログラムその他資料 検討会 
・４月19日（金） 例会  エリアミーティング 席次・ステージ・控室等会場最終確認 
・４月20日（土） 例会  エリアディレクター来訪エリアミーティング 資料等最終確認  
・４月２９日（月） 例会  エクスカーションの全般最終確認 
・5月5日（日）  鐘の鳴る丘こどもの日フェスティバル参加 
・5月６日（月）  Ｍサポ（市民活動支援センター）会議 参加 
・5月９日（木）  エリアミーティングの会場エテスナとの最終打ち合わせ 
・5月10日（金） エリアミーティング開催の準備（エテルナにて）ＡＤも一緒に準備確認 
・5月11日（土） エリアミーティング開催当日 
・5月12日（日） エクスカーション 伊香保～水沢観音～富岡製糸場（世界遺産） 
・5月20日（月） 例会 エリアミーティング反省会 
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クラブ名 イベント 

東京Ⅰ 

・6月15日（土）新入会員、吉松こころ氏による、東京に於ける住宅状況の卓話 
・7月2日（火）18:00～21:00 ZONTA 100周年チャリティー ディナーショー 
 ZONTA 100周年の記念すべきチャリティー ディナーショーに一人でも多くの会員、友人達の参加を希望し、これ  

 を機会にゾンタの知名度を上げたい。 

横浜 

・6月8日（土）徳島ゾンタクラブ50周年記念式典 2名出席予定 
・6月16日（日）松本ゾンタクラブ岩波講座 2名出席予定 
・7月7日（土）横浜ゾンタクラブギフトフェア 
・7月下旬 横浜スタジアムへ子供たちを招待予定   ・8月下旬納涼会予定 

岐阜 ・6月30日（日）チャリティバザー（ＪＲ岐阜駅前賑わいづくり事業共催。アクティブG通路） 

松本 
・信州岩波講座/まつもと2019 講師 国谷裕子 演題 持続可能な未来のために SDGｓが私たちに問いかける  
 もの 於 まつもと市民芸術館 13：30～ 前売 1,000円 
・7月18日（木） 移動合同例会 於 松本大学 ＧＺクラブと 

東京Ⅲ ・６月18日（火）「もがれた翼」 上映会 

群馬 ・８月4日（日） 群馬ゾンタまつり   ・８月18日（日） 鐘の鳴る丘夏祭り  

山梨 
・6月16日（日） 松本ZC岩波講座参加予定 
・6月20日（木） 2019年度総会開催予定   ・7月18日（木） 移動例会 

三重 ・7月19日（金）鈴鹿市長 末松則子先生による研修会を開催します 

  

6月 
東京Ⅰ 15日（土） 横浜 12日（水） 東京Ⅱ 13日（木）総会 岐阜 21日（金） 
松本 20日（木） 名古屋SORA 19日（水） かながわ 11日（火） 横須賀 18日（火） 
東京Ⅲ 5日（水） 群馬 8日（土） 山梨 20日（木） 三重 21日（金） 

  

7月 
東京Ⅰ 20日（土） 横浜 10日（水） 東京Ⅱ 11日（木） 岐阜 18日（木） 

19日（金） 
松本 18日（木） 名古屋SORA 17日（水） かながわ 9日（火） 横須賀 16日（火） 
東京Ⅲ 3日（水） 群馬 6日（土） 山梨 18日（木） 三重 19日（金） 

  

8月 
東京Ⅰ 夏休み 横浜 ー 東京Ⅱ 8日（木） 岐阜 16日（金） 

松本 22日（木） 名古屋SORA 21日（水） かながわ 未定 横須賀 未定 
東京Ⅲ 2日（金） 群馬 3日（土） 山梨 22日（木） 三重 16日（金） 4 

 
  
 
 
 
       
                          

   

  

山梨 
№1939 / 21名 
窪田明美会長                         

・4月18日（（木） 矢崎ADクラブ訪問例会  ・山梨県きずな会総会出席 
・5月11日（土） 第10回エリアミーティング（高崎）5名参加 
 

三重 
№1971 / 25名 
高木久代会長 

・4月19日（金） 例会＆お誕生会  ・5月11日 エリア２ミーティング ３名参加  
・5月17日（金） 例会 （写真右2枚） 
・今年度、諸事情により、３名退会されることになりましたが、 
お仕事など多忙な中、共に活動できましたことを感謝し、さみしくなりますが、 
益々のご活躍を祈念したいと思います。最終日には、退会される方を囲んで、 
またお会いできる日を楽しみに記念撮影をしました。また、６月より入会予定の 
方も５月の例会に参加頂き、また新しい風が舞い込み賑やかになりそうです。 

       

  

                                                                                                                                               
 
                                                 

エリア２会員数 

●退会者 
・富成 清女様 （東京Ⅲ 5月31日付）   業務多忙で参加不可 
・深川 明世様  （東京Ⅲ 5月31日付）  親の介護と転居 
・三上 律子様  （東京Ⅲ 5月31日付） 業務多忙で参加不可 
・秋山理恵子様（山梨 5月31日付）   家庭の事情 
・島田紀子様 （横浜 5月31日付）   仕事が多忙な為 
・大和田美智子様 （横浜 5月31日付） 仕事が多忙な為 
・宍倉啓子様 （横浜 5月31日付）   体調不良の為 
・小池よ志子様（松本 5月31日付） 美容室経営が多忙を極め専従するため 
・佐藤真智子様（かながわ 5月31日付） 体調不良の為 
・橋本 たか子様（東京Ⅰ5月31日付） 高齢の為   
・中村 昭子様 （三重 5月31日付） 転職のため 
・竹腰 葵様 （三重 5月31日付） 体調不良のため 
・西岡 慶子様 （三重 5月31日付）多忙で協力が難しいため 
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