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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.7  2019年 8月１日号      

涼しかった 7 月と打って変わって、8 月は猛暑に見舞われていますが、エリア 4 の皆様は、いか

がお過ごしでしょうか？ 昨年の横浜国際大会以降、エリアディレクターの任務に就いてから、早、

前半の 1 年が過ぎました。まずは、エリアディレクターとしてエリアの皆様との信頼関係を構築す

るうえで、とても大切な任務であるクラブ訪問を、お陰様で、皆様のご協力を頂きながら、今日まで

に、すべて終えることができました。クラブ訪問の際には、たいへん温かく迎えて頂き、本当に有り

難うございました。心からお礼申し上げます。後半の 1 年も、一生懸命務めてまいりますので、ど

うぞご協力の程、宜しくお願いいたします。 

さて、エリア４では、６月８日に、最古参クラブの徳島ゾンタクラブの５０年周年記念式典が執り

行われ、全国から、たくさんのゾンシャンが集い、盛大にお祝いをいたしました。長年に渡る奉仕の

足跡を顧みて、改めて敬服いたしたことを思い出しています。また、その一方で、残念ながら、高松

Ⅱゾンタクラブが、7月末日をもって解散することとなりましたことを、ご報告しなければなりませ

ん。高松Ⅱゾンタクラブの皆さんは、クラブという形を清算し、新しい場所でゾンシャンとして、私

たちと共に、活動を継続されることを決められました。クラブを失うことは、とても残念ですが、多

くの会員の方が、SOMクラブの高松ゾンタクラブへ移籍され、仲間で居続けてくれることを選んで

くれたことを、エリアディレクターとして、とてもうれしく思います。 

 

現在、木下ガバナーご指導の元、地区大会の準備が進行中です。下記の通り開催予定ですので、エ

リア 4の皆さんが、多数、ご出席いただきますことを希望致します。 

ご 挨 拶 

26 地区理事会 

 

7月 27日 第 5回地区理事会（東京） 

AD クラブ訪問・クラブイベント参加報告 

6月 8日  徳島ゾンタクラブ創立 50周年記念式典 

7月 9日  フェニックス神戸ゾンタクラブ訪問 

7月 16日 福岡ゾンタクラブ訪問 

7月 17日  SEN姫路ゾンタクラブ訪問 

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） 
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徳島ゾンタクラブ 

🌸9/17 鳴門・徳島合同例会（徳島担当） 

鳴門ゾンタクラブ 

🌸9/17 18：00～ 第 37 回徳島ゾンタクラブとの合同例会（徳島 ZC 例会場） 

岡山ゾンタクラブ 

🌸9/18 お月見例会 （会場）まつのき亭    🌸12/8 チャリティーバザー （会場）天満屋 

神戸ゾンタクラブ 

🌸8/22 新入会員歓迎会            🌸10/20 ガレージセール   

🌸11 月 チェロコンサート（会場）ポートピアホテル 

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  🌸12/12 ハートフルパーティー 

フェニックス神戸ゾンタクラブ  

🌸8/23 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 

🌸9/3  京都南座歌舞伎 観劇会      

🌸11/2 第 11 回チャリティー「黄色い薔薇のコンサート」テノール 山本裕之氏を迎えて 

🌸2020 1 月 新年交流パーティー（予定） 

姫路ゾンタクラブ 

🌸8/23 例会にて 渡辺悠也氏 ギター演奏会      🌸１月 YMCA アフタースクール お抹茶体験会 

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 

 

 

 

      8 月 1 日現在 エリア 4 会員数 263名 

徳島（16 名）       会長 吉田 通代 

◇6/3理事会  ◇6/5徳島県女性保護協議会総会・講演会に２名出席 ◇6/6 50周年記念式典リハーサル 

◇6/7 50周年記念式典前日宿泊者交流会（味扇） ◇6/8徳島ゾンタクラブ創立 50周年記念式典・講演会・祝賀会  

◇6/15徳島県女性協議会総会に会長出席 ◇6/16信州岩波講座/まつもと 2019（松本 ZC）に１名出席 

◇6/24総会＆例会  ◇7/8理事会 ◇7/22例会 

鳴門（32 名）       会長 山西 加容子       

◇6/5徳島県女性保護協議会講演会「女性が自分らしく生きるために、若者からの発信！」に 2名参加 ◇6/8徳島 ZC創立

50周年記念式典に 18名出席 ◇6/13例会打ち合わせ会 ◇6/15徳島県女性協議会 2019年度総会に 1名出席 ◇6/17例会＊

第 25回鳴門 ZC鳴門教育大学留学生奨学金贈呈式＊地区大会での審議事項「26地区手続き規則改正案」についてクラブの

意見を纏める ◇6/24第 40回鳴門 ZC児童画展開催にあたり後援依頼に関係先を訪問 ◇7/8理事会 ◇7/17例会＊地区大会

について審議 ＊卓話「デート DVについて・予防教育の必要性」講師：女性グループ「すいーぷ」代表 山橋潔子氏  

◇7/30鳴門市女性議会に、議長及び質問者としてクラブ会員 2名が委嘱され出席 
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岡山（20 名）        会長 三宅 信子         

◇6/4 理事会（ANA クラウンプラザホテル岡山にて）◇6/22 例会及び GZクラブとの交流（古風楽宗 コフウガクソウにて） 

GZクラブ新入生・新役員の紹介 ◇7/2理事会（ANA クラウンプラザホテル岡山にて）  ◇7/17例会及び講話「これからの 

社会環境の変化と介護保険の関連」講師：(株)アール・ケア 代表取締役 山根一人氏 

神戸（12 名）        会長  蒔田 由紀子 

◇6/20理事会・例会 ◇6/30第 9回神戸ゾンタ講座「感謝の音色 チェロコンサート」会場：神戸布引ハーブ園 森のホー

ル◇7/9アドボカシー勉強会（クラウンプラザホテルにて）◇7/11ひょうご風紀環境をよくする会 ◇7/14理事会・例会  

高松（48 名）        会長 佐藤 良重  

◇6/8徳島ゾンタクラブ 50周年（11名参加）◇6/11例会＊平成 30年度会計決算報告・新年度事業計画について・新年度

の各委員会編成及び各委員会活動について＊高松ゾンタクラブ 30周年準備委員会発足 ◇6/25かがわ被害者支援センター

講演会（4名参加）◇6/27理事会 ◇7/11例会＊国際ゾンタ 26地区 15回大会について ◇7/30理事会・各委員長拡大委員会 

沖縄（15 名）        会長 奥原 英子 

◇6/15役員会・定例会＊沖縄ゾンタクラブからミニバザー開催収益金より沖縄県子ども総合研究所へ支援金 12万円寄贈 

講話：代表理事 堀川 愛氏 ◇7/20役員会・定例会＊講話『美しい話し方で毎日を楽しく』講師：キャスター本村ひろみ氏 

北九州（26名）       会長 大石 紀代子 

◇6/17北九州ゾンタクラブ総会 ＊2018年度会報 発送 ◇7/7 「国連ウィメン日本協会北九州主催バザー」の手伝い 

フェニックス神戸（11 名）  会長 三田 恵美子 

◇6/1・7/13茶道指導（留学生会館）◇6/29・7/27コーラスと国際料理を楽しむ＊7/27は帰国する留学生のお別れ会を開

く（茶道具を記念に贈呈）◇6/10 6月理事会・例会（国際交流会館）◇7/9 7月理事会・例会＊アドボカシー勉強会（ANA

クラウンプラザホテル神戸にて）  

安芸コスモス（16名）    会長 衛藤 眞知子 

◇6/1 WENET総会 参加 ◇6/11役員会 ◇6/23「DVも児童虐待も解決していける社会をめざして」記念講演 参加 ◇6/25例

会・総会◇7/9役員会 ◇7/27例会『平和への祈りコンサート』鑑賞 ◇7/31WENETヒロシマ平和の灯のつどい 17：30～証

言を聞く会/19：00～つどい 参加 

姫路（17 名）        会長 駒田 かすみ 

◇6/3 第 12期監査委員会、プログラム・会員委員会 ◇6/24 あいめっせ登録団体連絡会 ◇7/22 あいめっせ登録団体連絡

会運営委員会 

SEN姫路（19 名）       会長 井野 節子 

◇6/5理事会 ◇6/8徳島 ZC創立 50周年記念式典に出席（6月移動例会）◇6/16松本 ZC 信州岩波講座出席 ◇6/24・7/22 

男女共同推進センター登録団体連絡会議出席 ◇7/11理事会 ◇7/17例会 和田津 AD臨席＊姫路市及び高砂市連合 PTA協議

会へ活動協賛金贈呈 ＊兵庫県立大学 GZ活動助成金贈呈 ＊新会員入会式 MK奨学 7/16金に学生推薦・申込 ＊ル・ポン

国際音楽祭に協賛 

高松Ⅱ（0名）        会長 吉川 聖子 

◇6/17総会 ◇7/17例会 ◇7/24平成 30年 10月の豪雨により崩落した丸亀城の石垣復興支援に寄付 ◇7/29児童養護施設 

亀山学園 読み聞かせボランティアと寄付 ◇7/31 クラブ解散 

福岡（31 名）         会長 中村 クミ 

◇6/12 役員会 19：00～山田屋 5F ◇6/17 総会例会 18：30～グランドハイアット福岡 ◇7/3 役員会 19：00～山田屋 5F 

◇7/16 例会 18：30～グランドハイアット福岡 

 

 

徳島ゾンタクラブ 

 令和元年６月 8日（月）徳島ゾンタクラブ創立 50周年記念式典・祝賀会を開催しました。 

雨に洗われた紫陽花・田園の緑の中、木下ガバナー始め、北から南から多くのゾンシャンが駆けつけて 

くださいました。三木信夫様の講演「平成の大嘗祭と阿波からの麁服調進」は、他では聞けない話だと 

言っていただきました。祝賀会では、和気藹藹と話も弾み、卍連による阿波踊りの最後は全員の総踊り 

となりました。至らぬことも多々ありましたが、皆さまの温かいご協力に心から感謝申し上げます。 
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鳴門ゾンタクラブ 

 6/17 例会で鳴門 ZC第 25回鳴門教育大学留学生奨学金贈呈式を行いました。 

奨学生を従来の外国人女子留学生から、海外に留学する日本人学生（男女を問 

わない）に変え、制度変更後第 1号の奨学生として、アメリカに留学する 

「浅野真史さん」に贈呈しました。滋賀県大津市出身の浅野さんは、ネイティブ・ 

アメリカン文化の研究を目指す優秀な学生で、奨学金を有意義に使ってくれるもの 

と期待しています。 

岡山ゾンタクラブ 

 6/22 玉野市に 5 月にオープンした日本料理店『古風楽宗』にて、GZクラブと 

の交流会を行いました。学生達との交流で若いフレッシュなエネルギーを感じま 

した。 

神戸ゾンタクラブ 

 7/14 第 10回神戸ゾンタ講座  

      「笑顔文字で令和と暑中見舞い」  講師：大吉 ゆう子 氏 

フェニックス神戸ゾンタクラブ 

7/9アドボカシー勉強会 「男女同一労働・同一賃金を目指して」のテーマで勉強会 

を行った。AD和田津様をはじめ、奈良、京都、安芸コスモス、神戸・姫路のゾンタ会 

員の参加を得て、課題の持つ基礎的、基本的な背景を学んだ。 

7/13「七夕・ゆかた会」留学生会館の茶道のお稽古会で、留学生とその家族等 30 人 

に一服さし上げ、くつろぎのひとときを過ごしていただいた。参加者の浴衣姿が華や 

ぎを添えた。 

姫路ゾンタクラブ 

 ６月より理事が交代し、新しい方にも運営に参加して頂けるようになりました。 

毎年実施しているアフタースクールでの抹茶体験については、今期より YMCA さん 

での実施となり、当初は夏休みで計画する予定でしたが、１月に変更となりました。 

SEN姫路ゾンタクラブ 

徳島ゾンタクラブイベント参加を移動例会とし、バスをチャーターして徳島の観光 

や食事を満喫。会員の親睦も深めた。 

 7月例会において姫路市及び高砂市連合 PTA協議会へ活動協賛金贈呈、兵庫県立大 

学 GZ 活動助成金贈呈、新会員入会式を行った。当日、ご臨席いただいた和田津 AD 

よりゾンタの活動等について解りやすく話をしていただき、PTAや GZ の方々の理解 

が深まった。 

高松Ⅱゾンタクラブ 

 7/31をもって高松Ⅱゾンタクラブ解散 6名が 8/1付で高松ゾンタクラブに移籍。7/31 付で 3 名退会。 

福岡ゾンタクラブ 

 2019ラブアース クリーンアップ福岡 

6/23(日)室見川河川敷にて（4名参加） マスコットキャラクターのサザエさんと 

マスオさんも参加し、ゴミが少なかったせいか 1 時間程度で終了しました。 

 

新入会員 

✣神戸ゾンタクラブ   高津 久美子 様  

✣福岡ゾンタクラブ   中丸 三千絵 様  淺野 守 様  

移籍会員  

✣8月 1日付にて 高松ⅡZC より高松 ZCへ移籍 

青山 みさ子 様  川崎 裕紀子 様  吉川 聖子 様  平川 規子 様  藤井 睦子 様  真鍋 有紀子 様 

退 会 者 

✣高松Ⅱゾンタクラブ  7/31付にて退会  今田 律子 様  小野 理恵子 様  大野 いと子 様 


