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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.8  2019年 10月１日号      

ご 挨 拶 

 

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） 

 

 

朝夕、過ごし易くなってまいりました。地区大会を控え、皆様もお忙しくお過ごしのことと存

じます。来たる 10月 10日～12日までの 3日間、北九州にて 26地区第 15回地区大会が開催さ

れます。エリア 4の皆様と、久しぶりにお目にかかれることを、とても楽しみにして伺います。 

 毎年、この時期のエリア通信には、国際ゾンタの重要な行事の一つである“Zonta Says No”

週間を取り上げなければなりません。私たちゾンシャンは、11 月 25 日以降の 2 週間、「女性に

対する暴力撤廃」のために、国連が、国際社会の関心を喚起し、取り組みを促すために制定した

国際デーに合わせて“Zonta Says No”と UNWomenが提唱する“He For She！”をスローガン

に活動しています。皆さんのクラブでも、すでに準備が始まっているかもしれませんね！女性や

女児に対する暴力の撲滅を表明し、最終目標であるジェンダー平等を達成するために、皆さんが

計画した地域へのアドボカシー活動をご報告ください。皆で共有しましょう！エリア通信の次号

には、素晴らしい活動報告の掲載ができることをご期待申し上げたいと思います。 

 さて、皆様も既にご承知のように、今期の国際ゾンタ財団発展委員会委員の三宅定子様が 8月

に急逝されました。あまりの突然の知らせに、皆が耳を疑い、いまだにこの悲しい現実を受け入

れられない状況にあると思います。26地区のために多大なエネルギーを注がれ、誇りをもってリ

ーダーシップを発揮しておられた姿が目に浮かびます。岡山ゾンタクラブの三宅信子会長様から

は、故人の遺志をしっかり受け止め、皆で前を向いて進むとのご意志をお聞きしました。きっと、

最高のご供養になるに違いありません。心よりご冥福をお祈りいたします。 
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徳島ゾンタクラブ 

🌸12/16 インターナショナルナイト（留学生を招待） 

鳴門ゾンタクラブ 

🌸11/2～4 第 40 回鳴門ゾンタクラブ児童画展＆“Zonta Says No!”キャンペーン 

🌸11/2   第 14 回「図書館に本を贈るためのチャリティーバザー」（会場）鳴門市立図書館 

神戸ゾンタクラブ 

🌸11/24 バザー 

🌸2/16  チャリティーチェロコンサート （会場）ポートピアホテル 

高松ゾンタクラブ 

🌸11/12 Zonta Says No 事業として、香川県と高松ゾンタクラブの共催「女性に対する暴力をなくす 

運動」パープル・ライトアップセレモニー＆「オリーブかがわ」街頭キャンペーン（会場）丸亀町ドーム 

🌸2/20 第 27 回チャリティーバザー （会場）高松センタービル 12F     

沖縄ゾンタクラブ  

🌸3/21 11：30～ 『ゾンタローズデー』 （会場）ANA クラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー 

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  

🌸11/2 14：00～ 第 11 回チャリティー「黄色い薔薇のコンサート」～若き演奏家を支援～ 

    テノール 山本裕之氏を迎えて （会場）東灘区民センター うはらホール 有料 

🌸1/19 11：00～ 新年交流パーティー「みんなで歌おう」 （会場）神戸倶楽部 有料 

安芸コスモス 

🌸12/2 18：30～ 第 16 回チャリティーディナーコンサート  

～サクソフォニスト 加藤和也の音楽で聞くクリスマス～  

（会場）リーガロイヤルホテル広島 

姫路ゾンタクラブ 

🌸11/14 チャイルド・ケモ・ハウス支援チャリティーゴルフコンペ「旭国際ゴルフクラブ」 

🌸 3/3 ローズデー・チャリティーバザー イーグレ姫路 

SEN 姫路ゾンタクラブ  

🌸10/6  『わくわくフェスタ』 （会場）イーグレ姫路 

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

福岡ゾンタクラブ 

🌸2/16 福岡ゾンタクラブ活動報告 及び 『中丸 美千繪ディナーショー』 

🌸3/8  ローズデー 

 

 

     10 月 1 日現在 エリア 4 会員数 263 名 

徳島（16 名）       会長 吉田 通代 

◇8/5 理事会 ＊創立 50 周年記念式典・祝賀会の記録報告（写真集）編集打ち合わせ  ◇8/19 例会 ＊26 地区次期役員・

指名委員候補者について協議  ◇8/26 50 周年記念誌・記録報告を 26 地区全クラブに送付のため袋詰めし、8/27 に郵送   

◇9/2 理事会  ◇9/5 合同例会について阿波観光ホテルと打ち合わせ  ◇9/17 第 37 回鳴門・徳島ゾンタクラブ合同例会

（担当：徳島 ZC）クラブ別例会では、地区大会での審議事項、オープンフォーラムでスザンネ会長と話し合いたいこと、

等について審議 
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鳴門（32 名）       会長 山西 加容子       

◇8/8 理事会 ◇8/17 例会 ＊第 15 回地区大会に向けて協議（✫次期地区役員・指名委員候補者✫協賛広告のデザイン✫

100 周年記念切手申込み 他）＊第 37 回合同例会について協議 ◇9/2 徳島県女性協議会第 1 回理事会に 1 名出席 ◇9/8

理事会 ◇9/17 第 37 回徳島・鳴門ゾンタクラブ合同例会 ＊卓話「これからの時代を生ききるために」講師：工学博士、

ACE ネット研究所代表 湯城豊勝氏 ◇9/18 児童画展出品作品の仕分け作業 ◇9/21 児童画展審査 応募総数 611 点 

岡山（19 名）        会長 三宅 信子         

◇8/6 理事（ANA クラウンプラザホテル岡山） ◇8/21 例会（ANA クラウンプラザホテル岡山）＊講演『初歩の相続・終活につ 

て』講師：小林敬史 司法書士  ◇9/2 理事会（ANA クラウンプラザホテル岡山）◇9/18 お月見例会（日本料理まつのき亭） 

神戸（12 名）        会長  蒔田 由紀子 

◇8/22 理事会・例会ゾンタの歴史を知る・新入会員歓迎会◇9/19 理事会・例会◇9/25 家庭養護促進協会バザーに生活用品

の提供 

高松（48 名）        会長 佐藤 良重  

◇8/9 夜間例会 勉強会＊26 地区アドボカシー活動計画にある「男女同一労働同一賃金」について ◇8/20 香川県の男女参

画課と打ち合わせ（2 名 ◇8/29 理事会 ◇9/11 例会＊第 15 回地区大会における審議事項について ◇9/12 高松三越様と

チャリティーバザー打ち合わせ（3 名） ◇9/26 理事会 

沖縄（15 名）        会長 奥原 英子 

◇8/17 役員会・定例会（AM11：00～）定例会終了後「会員間ミニバザー」開催（会場：ANA クラウンプラザホテル沖縄ハーバー

ビュー）◇9/12 ゾンタバザー開催準備◇9/13 沖縄ゾンタクラブ「ミーティング」◇9/14 沖縄ゾンタクラブ「ゾンタバザ

ー」開催（会場：特別養護老人ホーム 大名） 

北九州（26 名）       会長 大石 紀代子 

◇地区大会の準備に追われております。 皆様のご来訪を楽しみにお待ちしております。 

フェニックス神戸（11 名）  会長 三田 恵美子 

◇8/23 ミニ例会（県立総合リハビリテーションセンターロビー） ・ 真夏のロビーコンサート♪ジャズアレンジの演奏を

楽しんでいただきました ◇9/3 京都南座歌舞伎観劇会 ❀会員他 17 名は若手歌舞伎役者の美しさにうっとり ◇9/7 国際

交流発表会：留学生から見た日本文化など、日本語によるスピーチを聴く ◇9/10  9月理事会、例会（留学生会館） 

◇9/14 茶道指導（留学生会館） ◇ 9/28 コーラスと国際料理を楽しむ 

安芸コスモス（16 名）    会長 衛藤 眞知子 

◇8/10～18 せこへい美術館 後援（旧日本銀行広島支店） ◇9/10 役員会 ◇9/24 例会 ＊卓話「つくること、つなげる

こと、つづけること」講師：おひさまサービス経営 松本文江氏 （会食、議事、オークション） 

姫路（17 名）        会長 駒田 かすみ 

◇8/8姫路大学ゴールデン Zクラブ 大西先生と今後の活動について打合せ◇8/19理事会 ◇8/23例会及び会員増強のための

ギター演奏会 ◇9/2 チャリティーゴルフコンペに関する奉仕委員会実施 ◇9/10 姫路市議会本会議にて姫路ゾンタクラブを

代表し、性暴力支援センターに関する質問を実施◇9/18 理事会 ◇9/20 例会＊ななお社会保険労務士事務所による「同一労

働同一賃金」に関する研修実施 

SEN姫路（19 名）       会長 井野 節子 

◇8/21 理事会・例会（SDGｓ勉強会）◇9/11 理事会◇9/18例会 ◇8/31・9/16 兵庫県立歴史博物館ロビーコンサート協賛 

◇8/2・8/27・9/24 男女共同推進センター登録団体連絡会議出席 ◇8/23 日本 PTA 全国協議会特別第１分科会に来賓出

席。「いじめ」なんてかっこわるい！で、勉強した。PTA にはいつも協賛している関係上。 

福岡（32 名）         会長 中村 クミ 

◇8/9 ◇9/4  役員会（山田屋） ◇8/19  ◇9/17  例会（グランドハイアット福岡） 

徳島ゾンタクラブ

 9/17 は恒例の鳴門・徳島 ZC 合同例会でした。まず、“人形細工人”と自称され鳴門ゾンタ座を 

率い、5/19 にご逝去の鳴門 ZC 会員佐藤善子様、26 地区の重鎮であられた岡山 ZC の三宅定子様、 

丁度 4 年前の合同例会にて卓話と阿波踊りで私たちを魅了した名手 四宮生重郎様のご冥福を 

祈り、黙祷しました。卓話は、阿南高専名誉教授 湯城豊勝様の「これからの時代を生ききるた 

めに」。河川工学の視点から防災についての話を、人としての生き方と絡め、楽しく話してくださ 

いました。 
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鳴門ゾンタクラブ 

 9/21 第 40 回鳴門ゾンタクラブ児童画展に寄せられた市内各幼稚園・小学校の幼児児童の力作 

を審査しました。当日は、四国大学 GZ クラブ会員 5 名と指導教授も参加し、県中学校美術教育 

研究会会長 中南弘史先生の熱心な審査で、167 点の入賞作品が選ばれました。 

岡山ゾンタクラブ 

 8/21 AMA クラウンプラザホテル岡山にて、司法書士 小林敬史先生に初歩の相続・終活につい 

て講演を行っていただきました。身近な問題のため、質問や説明を皆、興味深く聞いていました 

また、終活ノートを初めて手に取りました。 

高松ゾンタクラブ 

 8/9 例会で 26 地区アドボカシー活動計画にある「男女同一労働同一賃金」について勉強会を 

開催した。高松ゾンタクラブ浜田朋子会員による講義のもと、実際の官僚経験や労働基準法第 4 

条・男女雇用機会均等法についてクイズなども交え、理解を深めた。（24 名参加） 

沖縄ゾンタクラブ 

 9/14 PM5：00～「沖縄ゾンタクラブ ゾンタチャリティーバザー」開催  参加者：300 名 

   特別養護老人ホーム『大名まつり会場内』にて  

フェニックス神戸ゾンタクラブ 

 設立 10 周年記念に黄色いピアノを寄贈したご縁で、兵庫県立総合リハビリテーションセンー 

中央病院のロビーで毎年 2 月と 8 月にミニコンサートを開催している。演奏は毎回ボランティア 

による出演で、今回で 24 回目を迎えた。病院を訪れる皆さんや関係者の方々と共に、ほっこり 

したひと時を過ごしている。時には私たちもゾンタ合唱団として歌います。 

安芸コスモス 

 9/24 例会 卓話「つくること、つなげること、つづけること」 

講師：おひさまサービス経営 松本文江様を迎えて（会食、議事、卓話、オークション） 

姫路ゾンタクラブ                           

 8 月例会は会員増強を図るため、渡辺悠也氏をお招きしてギター演奏会を行いました。31 名 

のゲストと共に、定番のアルハンブラの思い出から最新のパプリカまで幅広いクラシックギター 

の音色を楽しみました。 また、9 月議会で駒田会長が 『性暴力に対するワンストップ支援 

センター』の必要性について質問を行い、「設置に向けて県に対しても積極的に働きかけを行い 

たい」との答弁を引き出しました。9 月例会では角田七緒氏をお招きして同一労働同一賃金の研 

修会も実施しました。 

SEN姫路ゾンタクラブ 

 8/21 例会時に、りそな銀行姫路支店長を講師に迎え、SDGｓの勉強会を開催した。 

SDGｓとは何かという基本的なことから、様々な取り組みの紹介、考え方を学んだ。 

11/17 に行われる『あいめっせフェスティバル』において、SDGｓの啓発を進言し担当すること 

になっているので、大変勉強になった。勉強会に参加した会員に SDGｓのバッジを配布した。 

 

おめでとうございます 

 

神戸市立科学技術高等学校「空飛ぶ車いす研究会」様（フェニックス神戸ゾンタクラブからの推薦団体） 

  国際ゾンタ 100 周年記念地区賞 受賞 

 

富 永  萌 子 様（国立大学法人九州工業大学 生命体工学研究科博士後期課程 生命体工学専攻） 

奨学・奨励金「北九州ゾンタクラブ賞」受賞 

                                 

退 会 者                      新入会員 

✣岡山ゾンタクラブ  三宅 定子 様（ご逝去）    ✣福岡ゾンタクラブ  山下 仁子 様      


