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💐 6 月 8日（土） 徳島ゾンタクラブ創立 50周年、おめでとうございます 💐  

 

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.6  2019 年 6 月１日号      

新年号「令和」の幕開けです。新緑の色合いに深さが増し、梅雨入り前だというのに各地で真夏日を

観測し、体調管理が大変難しい季節になりました。先日のエリアミーティングでは、高松ゾンタクラブ

の皆様のご支援を頂き、エリア 4 の各クラブからは多数の会員の方々にご参加を頂いて、充実した時間

を共にできたことを、大変うれしく思います。ご協力ありがとうございました。 

ADとしての 1番大切な任務はエリアミーティングの開催ですが、今回、準備の過程において、サポー

トクラブの皆さんから頂いたお心遣いから、とても多くを学ばせて頂きました。エリアミーティングが

近づくにつれ、きちんと挨拶できるかしら？無事に終えることができるかしら？と、不安に押しつぶさ

れそうになっていましたが、前日に、高松ゾンタクラブの方から、とても温かい激励のメールを頂きま

した。「私共へのご心配は無用でございます。お気になさいませんように！お陰様でいろいろお勉強させ

ていただいており、有難いことと思っております」「滞りなくエリアミーティングを終えられるよう、最

後まで、精一杯お手伝いさせて頂きますので、頑張ってください」と。あまりにも心強く、有難く、私は

パソコンの前で、嬉しくて涙が止まらなかったことを告白致します。サポートクラブの皆様の、実務の

大変さは言うまでもございませんが、ご自分たちの忙しさを押し込んで、私にお心遣い頂いたことの嬉

しさは、言葉にできません。ADにとって 1年の締めくくりのエリアミーティングで、これほどの素敵な

思い出を頂いたことに感謝し、残りの 1年も全力で務めさせて頂こうと、強く誓いました。 

さて、今回のエリアミーティングでは、”He For She”を取り上げましたが、今後の私たちの活動に

“He”は不可欠な存在になると思います。私たちの国では、政治経済界の男性リーダーのほとんどが“He 

For She”に名乗りを上げています。私たちのアドボカシー活動によって、彼らの行動力を引き出すこと

を後押しできれば、お互いが、ジェンダー平等を達成をするための協力者になることができると思いま

す。今年度は、地域の男性リーダーを味方につけて、「同一労働同一賃金の法制化」の実現に向けて、皆

で、力を合わせて取り組みたいものです。 

また、各クラブにおかれましては無事に総会を終えられ、新年度に向けて、新しい体制が整ったこと

と思います。今年度のエリアミーティングは、2020年 4月 18日（土）、沖縄ゾンタクラブのサポートを

頂いて開催致します。エリアミーティング開催を機に、沖縄の人々に国際ゾンタの理念を知って頂き、

活動に関心を持って頂ける仲間を見つけるチャンスになることを期待しています。 

今年度も、実りある一年になることを信じて、地域（エリア 4）へ、日本（26 地区）へ、そして世界

（国際ゾンタ）へ、皆で一緒に貢献出来たらステキですね！ 

ご 挨 拶 

※4 月号で記載できなかった 2 月以降の AD 活動報告をいたします 

3 月 9 日～21 日 CSW（ニューヨーク） 

26 地区理事会・エリアミーティング 

4 月 6 日  エリア 4 エリアミーティング主催 

5 月 11 日 エリア 2 エリアミーティング 

5 月 24 日 第 4 回地区理事会（福島） 

5 月 25 日 エリア 1 エリアミーティング 

 

AD クラブ訪問・クラブイベント参加報告 

2 月 15 日  姫路ゾンタクラブ訪問 

2 月 21 日  高松ゾンタクラブチャリティーバザー 

3 月 23 日  札幌 IRIS 創立 30 周年記念式典 

4 月 23 日  安芸コスモスゾンタクラブ訪問 

5 月 31 日  秋田ゾンタクラブ創立 30 周年記念式典 
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徳島ゾンタクラブ  

🌸6/8 10：30～ 徳島ゾンタクラブ創立 50 周年記念式典・記念講演・祝賀会 

                      （会場）阿波観光ホテル 5 階「クリスタルパレス」 

沖縄ゾンタクラブ  

🌸8/17 13：00～ 沖縄ゾンタクラブ 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  

🌸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 

🌸11/2 黄色い薔薇のコンサート＜仮題 オペラ名場面より＞テノール 山本裕之氏を迎えて 

SEN姫路ゾンタクラブ  

🌸10/6  『いきいき・わくわく健康フェスタ』     （会場）イーグレ姫路 

🌸11/17 『あいめっせフェスティバル/あいめっせ保健室』（会場）イーグレ姫路 

 

 

新年度最初の号につきクラブ会長名を記載します。       6 月 1 日現在 エリア 4 会員数 260 名 

徳島（16 名）        会長 吉田 通代 

◇4/1 理事会 ◇4/6 エリア 4エリアミーティング in高松に 5名出席 ◇4/10京都ⅡZCチャリティー園遊会に 2名出席 

◇4/15例会・ローズデー行事「よりそいの樹とくしま」ステッカー配布について感想と反省・「創立 50周年記念式典 

記念講演・祝賀会」について詳細を審議 ◇4/17徳島県女性協議会理事会に出席 ◇5/6理事会◇5/20例会 50周年記念

行事について準備 ◇記念誌校正、打ち合わせ数回◇5/30試食会  

鳴門（32 名）        会長 山西 加容子 

◇4/2「鳴門市女性子ども支援センター“ぱぁとなー”」へローズデー募金を寄付 ◇4/6エリア 4第 11回エリアミーテ

ィング（in高松）に 13名出席 ◇4/8理事会 ◇4/17例会＊次年度の委員会組織決定＊鳴門市男女共同参画推進審議会

市民委員に鳴門 ZCアドボカシー委員長が就任 ◇4/29障がい者福祉施設「草の実学園」の“草の実まつり”でチャリ

ティーバザーを開催し売上金を寄付 ◇5/8鳴門市立図書館リニューアルオープン記念式典に会長・副会長出席 ◇5/8

新旧理事会 ◇5/10鳴門市子どものまちづくり推進協議会総会に 1名出席 ◇5/16鳴門市立図書館内『ゾンタ文庫』に

大活字本寄贈、贈呈式挙行 ◇5/17第 41回総会 ◇5/31秋田 ZC創立 30周年記念式典に 1名出席 

岡山（18 名）        会長 三宅 信子 

◇4/2 理事会 ◇4/17 例会 ◇5/7 理事会 ◇5/15 総会  ※理事会・例会・総会 会場…ANAクラウンプラザホテル岡山 

神戸（10 名）        会長 蒔田 由紀子 

◇4/14 うまいもん食べ歩き（8名） ◇4/25 理事会・例会  ◇5/15 第 39回定期総会 

高松（42 名）        会長 香川 恵理子  

◇4/5エリアミーティング前日夕食会 ◇4/6エリア 4エリアミーティング ◇4/7エクスカーションこんぴら歌舞伎鑑

賞◇4/11例会◇4/25理事会◇4/30子ども虐待防止ネットワークかがわ総会（1名参加）◇5/11エリア 2エリアミーテ

ィング（2名参加）◇5/13例会・総会 基調講演：松平公益会理事長 佐伯勉様『郷土の偉人 中野武英』◇5/18香川

県立盲学校体育祭（2名参加）◇5/24新旧合同理事会 ◇5/31秋田ゾンタクラブ 30周年（2名参加）・高松大学 GZクラ

ブ定例会（4名参加） 
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沖縄（15 名）        会長 奥原 英子 

◇4/6 26地区エリア 4第 11回エリアミーティング（高松）参加者：奥原英子・神谷空・山里江利子・上原明子 

◇4/20 役員会・定例会 ◇5/18 移動役員会・定例会（いろり亭） 

北九州（26名）       会長 大石 紀代子  

◇4/6 エリア 4エリアミーティング 9名出席 ◇4/13役員会 ◇4/15定例会＊卓話 講師：本山晴子氏 ◇5/9役員会 

◇5/11エリア 2エリアミーティング 4名出席・エリア 3エリアミーティング 4名出席 ◇5/20定例会 ◇5/25エリア 1

エリアミーティング 6名出席 ◇5/31会報発行 

フェニックス神戸（11 名）  会長 三田 恵美子 

◇4/13・5/11 茶道指導（留学生会館）◇4/20・5/25 コーラスと国際料理を楽しむ（留学生会館）◇4/6～4/7エリア 4 

エリアミーティング、エクスカーション 4名参加 ◇4/16 4月理事会・例会（国際交流会館）◇5/18性暴力被害者支援 

センター・ひょうご 2019年度総会出席（県立総合医療センター） ◇5/21 理事会・例会（国際交流会館） 

安芸コスモス（16名）    会長 衛藤 眞知子 

◇4/9 役員会 ◇4/23 例会 ＊卓話 テーマ「26地区の今期目標、和田津 ADの思い」講師：国際ゾンタ 26地区エリア 4 

エリアディレクター 和田津美智代様 ◇5/12 移動例会「瀬戸内国際芸術祭 2019を知る」場所：香川県豊島 

◇5/14役員会 

姫路（17 名）        会長 駒田 かすみ 

◇4/10 京都Ⅰゾンタクラブ園遊会に 2名参加 ◇4/26 福崎町にある『もちむぎのやかた』での移動例会 ◇5/11エリア 

3エリアミーティング及び 5/14 京都ⅠZCチャーター記念例会・講演会に三輪光代地区奉仕委員長が参加 / あいめっせ 

登録団体連絡会に駒田かすみ会長参加 ◇5/25チャイルド・ケモ・ハウスのチャイケモウォークに 5名参加 

SEN 姫路（19 名）      会長 井野 節子  

◇4/6エリア 4エリアミーティング出席 ◇4/7エクスカーション出席 ◇4/17理事会・例会 ◇4/23あいめっせ登録団

体連絡会出席 ◇5/8理事会 ◇5/11エリア 3エリアミーティング出席 ◇5/15総会 ◇5/28あいめっせ登録団体連絡会

出席 

高松Ⅱ（9名）        会長 吉川 聖子 

◇4/15 例会  ◇5/14 例会 

福岡（29 名）         会長 中村 クミ 

◇4/3 役員会 19：00～山田屋 5F ◇4/22 例会 18：30～グランドハイアット福岡  ◇5/8 役員会 19：00～山田屋 5F 

◇5/20 例会 18：30～グランドハイアット福岡 

鳴門ゾンタクラブ   

 5/16 耐震工事を終え新装なった鳴門市立図書館内「ゾンタ文庫」への大活字本贈呈 

式を挙行しました。鳴門市長、教育長他関係者と 7名の会員が出席し 15 作品 43冊を 

寄贈。累計冊数は 1365冊になりました。市長から「高齢者に大変喜ばれ、活用されて 

いる」との嬉しいお言葉を頂きました。 

 5/19にご逝去された佐藤善子様は、文楽人形師の大江巳之助氏に頭（かしら）作りを学び、 

鳴門 ZCクラブに“ゾンタ座”を結成されました。老健施設等で人形浄瑠璃を披露するなど活躍 

し、文楽をこよなく愛した方でした。ご冥福をお祈りいたします。 

 

岡山ゾンタクラブ 

 5/15 総会を行いました。議事案は可決され、終了しました。 

 

高松ゾンタクラブ 

 4/6 国際ゾンタ 26地区エリア 4 第 11回エリアミーティングをホストクラブとして 

高松にて開催。132 名のゾンシャンをお迎えし、無事に終えることができた。 

翌日のエクスカーションには、近年チケット入手困難と言われている『四国こんぴら 

歌舞伎』をご用意。満開の桜の中での観劇に、お喜びいただけたとの感想を頂戴した。 

ご参加いただいた皆様に感謝。ありがとうございました。 
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北九州ゾンタクラブ 

 国立大学法人「九州工業大学」の以下の 3名の学生に奨学奨励金を授与         

・工学府 博士後期課程工学専攻機械宇宙システム工学コース Miss Kuyyakanont Aekjira 

  （嬉しいことに、彼女はアメリア・イアハート奨学金への応募の意思がおありです） 

・工学府 博士前期課程工学専攻電気エネルギー工学コース Miss Bunme Pawita 

・生命体工学研究科 博士後期課程生命体工学専攻 富永 萌子さん 

 

フェニックス神戸ゾンタクラブ 

 4/20 留学生会館にてコーラスの練習をする。留学生の母国語で「ふるさと」を歌う 

など楽しんだあとは、留学生 張さんの手料理による中国料理と参加者みんなで作った 

旬のたけのこご飯を美味しく味わいました。 

 

安芸コスモスゾンタクラブ                

 4月例会は、講師 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様を 

お迎えし、26地区の今期目標、和田津 ADの思いを語っていただきました。 

 

姫路ゾンタクラブ 

 4月 26 日の移動例会では、福崎町にある辻川山公園で福崎町地域振興課の 

松田課長より『妖怪でまちおこし』というタイトルで現地視察を実施。 

柳田國男・松岡家記念館等、【妖怪】をモチーフとしたモニュメントを見学した。            

 5月の１２期最終例会では退任理事への花束贈呈が行われると同時に、 

チャイケモウォークへの参加についても呼びかけが行われた。 

 

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月２４日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 

周知キャンペーンを行いました。 

 

福岡ゾンタクラブ 

５月例会にて、３月９日に行われたアドボカシー勉強会 in 姫路「児童婚と人口問題」 

児童婚についての報告会を実施。 

 

 

新入会員 

✣神戸ゾンタクラブ        西崎 悦子 様  有江 啓子 様  佐原 有紀 様 

✣フェニックス神戸ゾンタクラブ  中道 典子 様  岡部 ゆり子様 

✣SEN 姫路ゾンタクラブ      井野 雄徳 様  村上 義夫 様 

退 会 者 

✣徳島ゾンタクラブ        百井 慶子 様 

✣鳴門ゾンタクラブ        佐藤 善子 様（逝去） 

✣岡山ゾンタクラブ        舩岳 あけみ様   大西 竟子 様  

✣神戸ゾンタクラブ        湯舟 貞子 様 

✣高松ゾンタクラブ        宮武 仁子 様 

✣SEN姫路ゾンタクラブ             福本 佐和子 様  松尾 弘子 様  市橋 清弘 様  中川 かず子 様 


