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ご  挨  拶 

地区大会も無事に終わり、国際ゾンタは、11月 8日に記念すべき 100歳の誕生日を迎えました。 

ほどなく「Zonta Says NO!」キャンペーン期間に突入し、各クラブにおかれましては、独自の暴力撲滅

運動を実施されていることと思います。 

先月の地区大会において、新しく次期地区役員が選出され、私たち現職の ADはこれからエリアのバト

ンを次へ渡す準備に入ります。同時に今期の締めくくりとしての来春開催のエリアミーティングの準備

に取り掛からねばなりません。昨年の今頃には、クラブ訪問をしながら、ADとして何をすべきかを模索

していたことを懐かしく思い出しています。昨年、AD任期中に実施する 2回のエリアミーティングを、

統一感を持った意義深いものにするため、今期の地区の目標の１つにフォーカスして、一定の結果を出

せるよう計画することを考えました。皆さんもご存知の通り、エリア 4でフォーカスしたのは“He For 

She”でした。国連機関 UNWomen が世界に向けて発信したスローガンに賛同する政財界のリーダーたち

が、あらゆる公的な場所でこの支持を表明しており、私自身も今期の地区目標のすべてを包含するテー

マになるのではないかと感じました。ジェンダー平等の達成に向けての様々な取り組みの中に、児童婚

を終わらせることや男女の労働賃金格差をなくすことなど、すべてが叶ったなら、あえてジェンダー平

等を提唱する必要はないと強く思ったからでした。 

今年春の高松エリアミーティングで“He For She”の実践者の方から現状を学び、考える機会を得ま

した。来春の沖縄エリアミーティングでは、エリアミーティングの開催準備そのものが“He”を味方に

つけ、男女格差の無い世界を目指し、共感して共に活動してくれる人を見出す機会として、サポートク

ラブの沖縄ゾンタクラブの皆様に力添えを頂き、沖縄で仲間を増やす試みを計画中です。 

今年一年、エリア 4の皆様には大変お世話になりました。来年も健康で、エリア 4の皆が力を合わせ、

意欲をもってゾンタの活動をできますように！  

エリア 4の会員の皆様、どうぞ良いお年をお迎えください。そして、来年も宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✣姫路ゾンタクラブ  大岡 由弥子 様 

✣福岡ゾンタクラブ  河村 勝美 様 

🌹ようこそゾンタクラブへ🌹 

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.9  2019 年 12 月１日号      

AD 活動報告・26 地区理事会・地区大会 

10 月 9 日～10 月 13 日  国際ゾンタ 26 地区第９回地区大会（北九州） 

11 月 2 日        第 7 回 地区理事会（京都） 

クラブ訪問・クラブイベント参加                 

11 月 17日     鳴門ゾンタクラブ訪問 

26 地区第 15 回地区大会にて、

議決された「男女同一労働同一

賃金の実現」を政府へ要請する

ため、署名活動に向けての準備

も進行中です。整い次第お知ら

せする予定です。宜しくご協力

の程、お願い致します。 

新入会員 

国際ゾンタ 100 周年記念 

シカゴ国際大会 

2020 年 7 月 4 日～8 日開催 

Web 登録受付中 
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岡山ゾンタクラブ 

🌸12/8 チャリティーバザー（会場）岡山天満屋  

🌸12/18 クリスマス会（会場）ANA クラウンプラザホテル岡山  🌸 1/15 新年会（会場）日本料理 一扇 

神戸ゾンタクラブ 

🌸12/19 えと押絵教室    🌸 1/16  からだ大学「健康な人は背中美人」 

🌸 2/16   チャリティーチェロコンサート  （各行事の会場）ポートピアホテル 

高松ゾンタクラブ 

🌸2/20 第 27 回ゾンタ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 14：00～「ゾンタローズデｨ」講演会（会場）ANA クラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー 

🌸4/18 14：00～ 26 地区エリア 4 第 12 回エリアミーティング（沖縄開催）（会場）ダブルツリーby 那覇首里城 

北九州ゾンタクラブ  

🌸12/12 18：00～ ハートフルパーティ 

（出演）スパニッシュギターユニット Don Almas  （会場）リーガロイヤルホテル小倉 

🌸3 月（日時及び会場未定）ローズデイのイベント 

フェニックス神戸ゾンタクラブ  

🌸1/19 11：00～ 新年懇親パーティー（会場）神戸倶楽部 有料（ランチ・お楽しみ抽選付き） 

        ～歌とピアノの演奏～と～美味しいお料理～ そして皆様とともに歌いましょう 

🌸2/28 早春のロビーコンサート （会場）兵庫県立リハビリセンター ロビー  無料 

        ～高岡和子さんのシャンソンを聴く～ 

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（会場）リーガロイヤルホテル広島 

～サクソフォニスト 加藤和也の音楽で聞くクリスマス～ 

姫路ゾンタクラブ 

🌸 3/3 ローズデー チャリティーバザー 🌸 3/8 国際交流スプリングフェスティバル 

SEN姫路ゾンタクラブ  

🌸2/29 13：30～15：30 第 6 回ステラ・ケ・ブリラ（輝く星）コンサート 開催予定 

    （会場）パルナソスホール  （チケット）500 円 

 ♪♪中学生から、ドイツのオーケストラで長年活躍し、帰国した女性ヴァイオリニストまで、若手から 

 ベテランの多彩なラインナップで、和楽器演奏やクラシック音楽をやさしく、解りやすく、そして 

 華やかに展開します。♪♪ 

福岡ゾンタクラブ 

🌸2/16 チャリティーディナーショー    🌸3/8  ローズデー 

 

      12 月 1 日現在 エリア 4 会員数 265 名 

徳島（16 名）        会長 吉田 通代 

◇10/10～12 26 地区第 15 回地区大会に 6 名参加 ◇10/17 理事会 ◇10/19 フレアシネマ劇場「マザーテレサ」上映を担当 

◇11/4 理事会 ◇11/17 野外例会～大塚国際美術館鑑賞～（エキシブ鳴門・食事と野外例会）◇11/18 徳島県女性保護協議

会主催 徳島県 DV 被害者自立支援講演会に 2 名参加 

岡山（19 名）        会長 三宅 信子    

◇10/1 理事会  ◇10/10 国際ゾンタ 26 地区第 15 回地区大会 in 北九州 参加 ◇10/16 例会 

◇11/5 理事会  ◇11/20 例会               ※理事会・例会 会場…ANA クラウンプラザホテル岡山      
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鳴門（32 名）        会長 山西 加容子  

◇10/8 理事会 ◇10/10～12第 15 回地区大会（北九州）に 5 名出席 ◇10/18,10/28、11/1 児童画展準備作業 ◇10/21 徳島

県女性協議会第 2 回理事会に 1 名出席 ◇11/29 移動例会（奈良：ホテル花小路での昼食と正倉院展）◇11/2 第 17 回図書館

に本を贈るためのチャリティーバザーに出店し売上金を寄付 ◇11/2～4 第 40 回鳴門 ZC児童画展を開催。同時に鳴門 ZC 作

成の“Zonta Says No ！”ポスター及びパンフレットを掲示、またゾンタ 100 周年記念 26 地区 DVD を放映しゾンタの活動

を PR ◇11/8 理事会◇11/17例会＊AD クラブ訪問 卓話「クラブ訪問をしての現状と課題」＊会報第 31 号発行＊今年度のロ

ーズデー活動に講演会開催を決定 ◇11/18 徳島県 DV 被害者自立支援講演会「暴力に晒されて育つ子どもたち～DV・性暴力

が子どもに与える影響～」に 1 名出席 ◇11/20 鳴門市男女共同参画推進審議会に委員として 1 名出席 

神戸（12 名）        会長  蒔田 由紀子 

◇10/17 理事会・例会 ◇11/21 理事会・例会 🌹武蔵会員 90 歳誕生会🌹 ◇11/23 会報発行 ◇11/24 チャリティーガレー

ジセール（深田会員 会社） 

高松（48 名）        会長 佐藤 良重  

◇10/2 広報委員会 ◇10/4 アドボカシー奉仕委員会 ◇10/8 例会＊地区大会審議事項＊国際ゾンタ 100 周年記念プロジェク

トについて＊卓話「人生 100年時代のキャリアと MBA」講師：香川大学ビジネススクール香川大学大学院地域マネンジメン

ト研究科 准教授 吉澤康代 博士  ◇10/10～12 国際ゾンタ 26 地区第 15 回地区大会（16 名参加）◇10/29 理事会 ◇11/3香

川県立盲学校文化祭出席 ◇11/11 移動例会（郷屋敷）／高松ゾンタクラブ 30 周年記念事業実行委員会◇11/12 Zonta Says 

No 事業活動 ◇11/21 都市連合財務委員会 ◇11/28 理事会  

沖縄（15 名）        会長 奥原 英子 

◇10/19 役員会・定例会 ◇11/16 役員会・定例会   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（26 名）       会長 大石 紀代子 

◇10/10～12「国際ゾンタ 26地区第 15 回地区大会」開催  ◇11/8～10「彰化ゾンタクラブ 30 周年式典」に 5 名参加 

フェニックス神戸（11 名）  会長 三田 恵美子 

◇10/11 ウｴルカムパーティー参加 ◇10/5・11/16 茶道奉仕 ◇10/10～12 国際ゾンタ 26 地区第 15 回地区大会 3 名参加 

◇10/15 10 月例会にて地区大会報告 ◇10/26 コーラスと能鑑賞 ◇10/28 神戸市立科学技術高校「空飛ぶ車イス研究会」

訪問、交流 ◇11/2 黄色い薔薇のコンサート・11 月ミニ例会（うはらホール） ◇11/24 留学生会館「文化祭」参加 

ゾンタ合唱団「東京音頭を歌う。」 

安芸コスモス（16 名）    会長 衛藤 眞知子 

◇10/8 役員会 ◇10/10～12 地区大会参加  ◇10/21 広島市議会「女性議員との懇談会」出席／例会 会食・議事 ＊卓話 

講師：平田かおり弁護士『女性の同一労働、同一賃金』 ◇11/12 例会 会食・議事 ＊卓話 Says No キャンペーン『児童虐

待問題の現状と課題～増え続ける児童虐待と減り続ける虐待死～』 講師：児童相談所主幹 上定氏 ◇11/23 カザフスタン

訪問報告会出席 ◇11/26 役員会 

姫路（18 名）        会長 駒田 かすみ 

◇10/2 チャイケモ応援団交流会・報告会に参加 ◇10/10～12 26 地区・地区大会 ◇10/14 スザンネ国際会長 来姫ご案内（姫

路城・好古園） ◇10/15 理事会 ◇10/18 例会 ◇10/30 奉仕委員会 ◇11/4 老いも若きもみんな着ん祭ボランティア ◇11/11

理事会 ◇11/14 チャリティーゴルフコンペ ◇11/15 例会 ◇11/16～17 あいめっせフェスティバル 

SEN姫路（19 名）       会長 井野 節子 

◇10/5 わくわくフェスタ準備 ／理事会 ◇10/6 第 2 回わくわくフェスタ開催／例会 ◇10/10～12 地区大会出席 ◇10/12 

兵庫県立歴史博物館ロビーコンサート協賛 ◇11/13 理事会 ◇11/17 あいめっせフェスティバルにおいて「SEN 姫路ゾンタ

クラブ保健室」及び「SDGｓ啓発活動」実施 ◇10/17・11/5 姫路市男女共同参画推進センター登録団体会議 出席 、宮城・

長野大雨災害被災地へ支援物資寄付 

福岡（33 名）         会長 中村 クミ 

◇10/10～12 地区大会（北九州 リーガロイヤルホテル小倉） ◇10/2・11/6 役員会（山田屋ビル 5F） 

◇10/21・11/18 例会（グランドハイアット福岡） 

徳島ゾンタクラブ

 11/17 野外例会  

  大塚国際美術館を鑑賞した後、エキシブ鳴門で食事をし、例会を行いました。 
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鳴門ゾンタクラブ 

 11/2～4 リニューアルされた鳴門市立図書館にて第 40 回児童画展を開催。会場にクラブが 

作成した“Zonta Says No！”ポスターを掲示し、キャンペーンチラシと会報を並べ、併せて 

“ゾンタ 100 周年記念 26 地区 DVD”を放映し活動を PR しました。期間中、“図書館に本を贈る 

ためのチャリティーバザー”も開催され、大勢の方々に来場いただきました。 

 

岡山ゾンタクラブ 

 国際ゾンタ 26 地区第 15 回地区大会 in 北九州に参加した日に、福井 FINE ゾンタクラブと 

姉妹提携を致しました。今後は更なる交流を続けつつ、お互いを高め合いながら活動してい 

きたいと思います。 

 

神戸ゾンタクラブ 

 昨年に続き、ガレージセール実施。チラシを見て来場された近所の方が、未使用のテレフォ 

ンカードを 20 枚寄付してくださり、会員は感激。 

高松ゾンタクラブ 

 11/12 Zonta Says No 事業活動として「女性に対する暴力をなくす運動」パープル･ライト 

アップセレモニー及び性暴力被害者支援センター「オリーブかがわ」街頭キャンペーンを香川 

県と共催で同時開催し、力強く宣言できた。 （場所）高松市丸亀町壱番街前 ドーム広場 

沖縄ゾンタクラブ 

 12/14 11：30～ 役員会・定例会（会場）ダブルツリーby 那覇首里城  

12/14  15：00～ 第 12 回エリア 4 エリアミーティング実行委員会開催 

北九州ゾンタクラブ 

 第 15 回地区大会には、スザンネ国際会長はじめ国内外から多くの方々にお越しいただき、 

皆様のご協力のもと盛会に終えることができましたことに感謝いたします。翌月には、姉妹 

クラブである彰化ゾンタクラブの 30 周年式典に 5 名が参加しました。多くの他団体・行政の 

協賛・協力を得て地域密着型の盛大なイベントを実施し、ゾンタの 100 周年とゾンタの活動 

を分かりやすく PR している姉妹クラブの活動に学ぶことが多い記念式典でした。 

フェニックス神戸ゾンタクラブ 

 第 11 回チャリティ 🌹黄色い薔薇のコンサート～若き演奏家を支援して～ 開催 

1 部のステージでは 若い音楽家の演奏を楽しみ、2 部では 田中会員のソプラノとテノール 

歌手山本裕之氏（神戸親和女子大学教授）の競演によるオペラ名場面の熱唱を堪能した。当 

日は各地区のゾンシャンの参加も得て、200 名近くの観客の皆様と楽しんだ。また、台風 19 

号災害支援募金のご協力をいただきありがとうございました。 

姫路ゾンタクラブ                           

 10/14 地区大会の余韻も覚めやらぬ中、スザンネ国際会長を姫路にお迎えして、姫路城や 

好古園をご案内いたしました。昼食の際には、国際会長から国際や地区に対しての要望や質 

問があれば…との事で活発な意見交換ができました。また、11/14 には恒例のチャイルド・ケ 

モ・ハウスへのチャリティーゴルフコンペを行いました。晴天の中、49 名の参加者がゴルフ 

を楽しむと同時に、参加者以外からもご厚志を頂きました。 

SEN姫路ゾンタクラブ 

 ✫10/5 わくわくフェスタ イーグレ姫路において、食品・衣料・信州物産品等のバザー・ 

体成分測定・健康ストレッチ・ステージなど多彩なイベントを開催した。  

✫10 月下旬～11 月上旬 宮城・長野大雨災害被災地へ古タオル・飲食料・マスク等の支援物 

資を届けた。 ✫11/17 あいめっせフェスティバル（姫路市主催）において体成分測定を行い、 

当クラブ会員の薬剤師・看護師・管理栄養士が健康相談に応じた。また、SDGｓの啓発パネル 

を作成し、市民に対して SDGｓ活動を提唱した。 

福岡ゾンタクラブ 

 11/16 福岡市音読朗読交流会に参加・記念品贈呈 

各小学校に楯を授与・個人にはゾンタファイルとエコバッグを贈呈


