
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～ AD便り～ 
     長い梅雨が明け、一気に猛暑到来となりましたが、皆様お元気でお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。 
 5月31日には秋田ZC創立30周年記念式典、そして6月8日には徳島ZC創立50周年記念式典と歴史の重みを感じる祝
典に出席いたしました。30年前、そして50年前の両クラブの設立時の貴重なお話を伺い感銘を受けました。設立にご尽
力下さいました諸先輩方のゾンタへの熱い思いをこれからも引き継いでいかなければならないと強く感じました。 
 7月7日には毎年楽しみにしております横浜ZCギフトフェアに伺い、ショッピングを大いに楽しみました。 
 群馬でのエリアミーティングが終わりホッとしたのも束の間、6月27日に来年のエリアミーティングの最初の打ち合わせ
が開かれました。かながわZCの会員の皆様の熱意が伝わり、私も気を引き締めて準備に励んでまいります。 
 私は、AD2年目に入りました。これからも一生懸命責務を果たしていく所存でございますので、残りの1年も引き続き皆
様のご支援、ご協力よろしくお願い申し上げます。ま 

  これから猛暑の日々が続きますので、ご無理なさらず、皆様どうかお身体おいとい下さいませ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

№７ 
2019年８月1日発行 

国際ゾンタ26地区エリア２ 
エリアディレクター 矢﨑和喜子 

E-mail:d26area2director@zonta-d26.jp 

 
1 

国際ゾンタ26地区 第15回地区大会 
世界中の女性と子どもの幸せのために 
～今、わたしたちに出来ること～ 

日時：2019年10月10日（木）～12日（土） 
   会場：リーガロイヤルホテル小倉（北九州市）  

   申し込み締切：2019年8月30日（金） 
 

 

第11回エリア２エリアミーティング 
 
 日時：2020年5月16日（土） 
 会場：パシフィコ横浜 
 ホストクラブ：かながわZC 

クラブ トピックス 
～ 横浜 ～ 

    ～東京Ⅰ～ 

      ～横須賀～ 
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  基金寄付のお渡し            会場の盛り上がり 

      第５４回ギフトフェア開催 

     子育て支援ジャガイモ堀・収穫祭 
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             ～ 東京Ⅱ ～ 
 
 

～山梨 ～ 
 

 石川朝子会員（東京Ⅱ）が第一美術９０回展工芸部 
 佳作賞を受賞されました。 

                「つゆ明け」         染色   
       第一美術協会工芸部顧問 長谷部尚子会員作 

 

  「オゾン層の破壊」     絽刺し 

おめでとうございます！ 

         ～松本～ 

     ～岐阜～ 

       ～三重～ 

    日本補助犬協会心のバリアフリー検定 

  移動例会・北杜市の産業・名水を巡る 

信州岩波講座/まつもと2019   講師 国谷裕子氏 
「持続可能な未来の為に～SDGｓが私たちに問いかけるもの～」  

         チャリティーバザー 「鈴鹿市の現状と今後について（末松鈴鹿市長）」  



クラブ活動報告 
クラブ名 活動内容 

東京Ⅰ 
№492 / 14名 
的場博子会長 

・6月16日（日）松本ゾンタ 信州岩波講座：向井、1名出席  ・7月2日（火）明治記念館にて、26地区木下彰子   
ガバナーを迎え、東京Ⅰ主催による「国際ゾンタ100周年チャリティディナーショー」を開催、出席者131名。
（写真）  ・7月7日（金）横浜ゾンタ ギフトフェァ：向井、吉松、2名参加 
報告：僭越ながら、東京Ⅰにて「国際ゾンタ100周年チャリティディナーショー」を催しました。ゾンタの活動をご  
存じない方々に、ゾンタの存在を知らせ、100周年基金山崎利恵委員長に20万円をお渡しできました。   
・恐れ入りますがﾒｲｷｬｯﾌﾟご希望の方は事前に会長にご一報ください。 

横浜 
№594 / 17名 
大野万寿子会長 

・6月12日（水） 例会 エリア１ミーティング、エリア２ミーティングに参加者からの報告 
    今年度のクリスマスコンサートの出演者「フェリスフラウエンコーア」に決定 
・6月26日（水） 理事会  ・7月6日（土）   ギフトフェア準備 
・7月7日（日）  横浜ゾンタクラブ第５４回ギフトフェア開催。（写真） 
・7月10日（水） 例会 ギフトフェアの結果報告。ロバート法の説明、（エリア２ミーティングで行った方法と同じ  
 ロールプレイを含む解説） ・7月24日（水）   理事会 
ニュース：今期、会長を努めさせていただきます大野です。宜しくお願い申し上げます。10月の地区大会で  
ゾンタロゴブローチの販売のため、新デザインのロゴブローチの作成をします。 

東京Ⅱ 
№1071 / 24名 
後藤愛子会長 

・6月13日（木）総会  ・6月16日（日）松本ゾンタクラブ講演会 ２名参加 
・6月29日（土）手話ダンス（中野サンプラザ）４名参加 
・7月 2日 （火）東京Ⅰゾンタクラブチャリティーディナショー ２名参加 
・7月 7日 （日）横浜ゾンタクラブチャリティーバザー ８名参加 
・７月 9日（火）日本補助犬協会心のバリアフリー検定 ７名参加 （全員認定書受領） （写真） 
ニュース：第一美術９０回展 工芸部佳作賞 石川朝子  第一美術協会工芸部顧問 長谷部尚子 （写真） 
第一美術協会は1907年に現東京芸術大学同級生らにより結成され、1952年に工芸部を新設更に巡回展・
選抜展の他ポーランド・中国等海外の美術界とも交流展を開催し、2007年５月第78回展より本展を東京都美
術館より国立新美術館に移行し、「表現の自由を尊重し真の芸術を追求する」美術団体です。 

岐阜 
№1078 / 22名 
安田多賀子会長 

・6月14日（金）理事会（会計監査、2019年度活動計画、チャリティーバザー、7月設立35周年記念移動例 
会） ・6月21日（金）2019年度総会、6月例会（6月30日チャリティーバザー、26地区次期指名委員の 
推薦について協議） 
・6月30日（日）チャリティーバザー（ＪＲ岐阜駅前賑わいづくり事業と共催。アクティブＧ通路にて）（写真） 
・7月18日（木）・19日（金）設立35周年記念移動例会（於：下呂温泉 水明館） 

松本 
№1522 / 42名 
遠山雪子会長 

・6月8日（土）徳島ＺＣ創立50周年記念式典・祝賀会2名出席 
・6月16日（日）信州岩波講座/まつもと2019開催 於松本市民芸術館 1520名聴講 講師国谷裕子氏「持続  
可能な未来の為に～SDGｓが私たちに問いかけるもの～」 （写真） 
・6月20日（木)総会・6月例会 2018年国際ゾンタ第64回横浜世界大会・松本ＺＣメモリーブック発行 
・7月7日（日）第54回横浜ＺＣギフトフエア参加 2名 
・7月18日（木）7月移動・合同例会（松本GZクラブと交流 於松本大学） 会報47号発行 
 ①活動資金及び防災士育成支援金授与 
 ②交流とディスカッション（メインテーマ～新しい時代をどう生きていくか 世代間ギャップを超えて交流～） 

名古屋SORA 
№1531 / 11名 
久田礼子会長 

・6月8日（土）徳島ゾンタクラブ 創立５０周年記念式典 祝賀会 参加２名 
・6月16日（日）松本ゾンタクラブ 信州岩波講座まつもと2019 参加２名 
・6月19日（水）総会・例会 年間事業計画案の確認と承認  ・6月30日（日）理事会 
・7月17日（水）例会「ＤＶ・性被害者の支援活動を通して見えてきたもの」  講師 弁護士 岩城正光様 
・7月28日（土）愛・知・みらいフォーラム 高校生夏休み国際理解特別講座 参加２名 

かながわ 
№1598 / 14名 
清水佳子会長 

・6月11日（火）2019年度総会、理事会、例会を開催。 
前年度の活動報告、収支報告（監査は後日）、今年度の事業計画、予算案の承認、新入会員の紹介 
各委員の確認（新入会員の小川さんは伊藤会員と共に奉仕委員を担当） 
・6月27日（木）2020年5月開催のエリアミーティングの下準備会合を持つ。 
 矢崎AD,東京Ⅱより豊田様、横須賀より地主様を迎え、貴重なご意見を頂く。 
・7月9日（火）2019年度第２回理事会、例会を開催：第１５回地区大会に関する決議事項等を話し合う。 
６月２７日のエリアミーティングに関する打ち合わせ内容を全員で検討 
他クラブとの交流：東京Ⅲ事例研究会、東京１ゾンタ１００周年記念チャリティーコンサート、横浜ギフトフェア 

横須賀 
№1665 / 6名 
地主ちづ子会長 

・６月９日（日）子育て支援ジャガイモ堀・収穫祭（駅前県有地）こどもたちに茎をそーっと抜いてごらんと説明  
 したら、土の中に残された芋の多かったこと!あとは手で掘るのみ。110ｋｇの大収穫。一部は地域のみんな  
 の食堂のメニューの肉じゃがの食材に寄付しました。（写真） 
・６月１６日（日）松本ＺＣ信州岩波講座「持続可能な未来のためにＳＤＧｓが私たちに問いかけるもの」国谷裕  
 子氏講演会まつもと市民芸術館（自分でおかしいと思ったことはおかしいというベき、ネット社会の中で何  
 が正しくて何が正しくないか、ジャーナリストとして伝えるべきこと、ＳＤＧｓは誰も取り残さない社会の実 
 現！SDGsを日本の中小企業の84％はまだ知らないし大企業の70％が取締役会で話し合おうとしている段 
 階。花王はプラスティックを減らし、未来の洗濯はどうなるのか、良品生活は店舗の地域のものを扱う企業 
 努力している） ・６月1８日例会（地区大会について、規約改正、ガバナー通信、エリア通信、ゾンタニュー 
 スレターで、三宅定子さんのマダカスカルレポートをメンバー全員で熟読） 
・６月２７日（木）かながわＺＣからエリアミーティングについての話し合い（横浜 甍） 
・７月７日（日）横浜ＺＣギフトフェア（横浜ニューグランド ペリー来航の間）出店 
・７月１６日（火）例会（規約改正、１００周年記念切手、）８月移動例会UN Womenショップ訪問 3 



クラブ名                      イベント 

東京Ⅰ 
・8月24日（土）午後2時半より、「新入会員ウェルカムお茶会」を会長宅にて行います。 
・７月下旬～8月中旬に、入会希望者の面接を行います。 

横浜 
・8月9日（金） 野球観戦 施設の児童等３０名と会員８名 横浜ベイスターズ 対 中日ドラゴンズ 
・8月28日（水） 納涼大会、ホテルニューグランド 「たん熊」 

松本 ・9月8日(日)  三重ZCと移動合同例会 於軽井沢 

かながわ ・9月または10月の例会時に卓話会を予定（講師：未定） 

東京Ⅲ 
・8月24・25日（土・日） 社会福祉法人カリヨン子どもセンター（支援先）協力 
   東京弁護士会 もがれた翼パート26 「素数とくるみ」上演 

群馬 
・8月18日（日） 鐘の鳴る丘 夏祭り 
・9月14日（土） ＮＰＯ就労継続支援Ｂ型事業所の活動についてのワークショップ 
・10月10日～12日（木～土） 地区大会 

山梨 ・10月10日～12日（木～土）国際ゾンタ26地区地区大会参加 

三重 
・9月20日（金） 第５回研修会「食養生ついて（高木久代会長）」 
・9月8日（日） 松本ゾンタクラブとの合同例会を軽井沢で開催予定。三重は10名参加予定 

 
 ８月 

東京Ⅰ 夏休み 横浜 なし 東京Ⅱ 8日（木） 岐阜 16日（金） 

松本 22日（木） 名古屋SORA 7日（土） かながわ 31日（土） 横須賀 21日（水） 

東京Ⅲ 1日（木） 群馬 19日（月） 山梨 22日（木） 三重 23日（金） 

  

9月 
東京Ⅰ 21日（土） 横浜 11日（水） 東京Ⅱ 12日（木） 岐阜 20日（金） 

松本 8日（日） 名古屋SORA 18日（水） かながわ 10日（火） 横須賀 17日（火） 
東京Ⅲ 6日（金） 群馬 9日（月） 山梨 19日（木） 三重 20日（金） 

  

10月 
東京Ⅰ 19日（土） 横浜 9日（水） 東京Ⅱ 17日（木） 岐阜 18日（金） 

松本 17日（木） 名古屋SORA 16日（水） かながわ 8日（火） 横須賀 15日（火） 

東京Ⅲ 4日（金） 群馬 21日（月） 山梨 17日（木） 三重 18日（金） 
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東京Ⅲ 
№1677 / 10名 
山田千鶴子会長 

・6月5日（水） 理事会例会  参加５名  
・6月18日（火）「もがれた翼」 上映会 
・7月3日（水） 理事会例会  参加６名 

群馬 
№1890 /5名 
飯島百合会長 

・6月1日（土）  理事会  群馬ゾンタまつりの企画について 
・6月17日（月）  例会   議事録について大まかなレイアウトと項目立て 
・6月22 日（土） 矢﨑ＡＤを迎えてのエリアミーティング反省会 
・7月8日（月）  理事会  議事録について 担当の割り振り  
・7月20日（土） 矢﨑ＡＤと飯島による議事録についての打ち合わせ 
・7月23日（火） 例会   今後の活動について（ミニレクチャー等の開催等） 

山梨 
№1939 / 21名 
浅川利恵子会長 

・6月8日（土）徳島ゾンタクラブ設立50周年記念式典参加 ・6月16日松本ゾンタクラブ主催信州岩波講座参加 

・6月18日（火）国際ソロプチミスト甲府設立記念チャリティディナーショー参加 ・6月20日定期総会 
・7月7日（日）横浜ゾンタクラブギフトフェア参加 ・7月18日移動例会・北杜市の産業・名水を巡る（写真） 
・その他各支援先、協賛社様との交流会 

三重 
№1971 / 26名 
高木久代会長 

・ ６月21日（金） 総会、新会員入会式、お誕生会、丸山律先生によるトーンチャイムレッスン 
・７月19日（金） 例会、第４回研修会「鈴鹿市の現状と今後について（末松鈴鹿市長）」 （写真） 
末松鈴鹿市長の政策への熱い思い、取り組み方、そして第一線で活躍されている女性としての仕事への姿勢   
など、普段では、お聞きすることのできない話を聞かせていただきました。 同じ働く女性として、大変興味深く、  
勉強になる研修会となりました。ニュース：三重ゾンタクラブのfacebookを始めました。「Zonta Mie」を検索頂き、 
お友達を登録していただけますと幸いです。 

 Welcome  to  

                  ZONTA!！ 

●新入会員  
★鴨澤 小織様 （東京Ⅲ 7月22日付）大学講師 
★小川 洋子様 （かながわ 6月1日付）自宅にて営業 
★吉松 こころ様（東京Ⅰ6月1日付）（株）HelloNews （住宅情報誌発行）代表取締役 
★熊本 かおり様（三重 6月1日付） 光風窯  陶芸・製陶業 
 

●退会者 
・高橋 澄江様（群馬 5月31日付）ご体調不良のため 

新入会員・退会者 

エリア２会員数         2019年7月31日現在 12クラブ 212 名 


