
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～ AD便り～ 
     寒暖差の激しい日々が続いておりますが、いかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。12月は岐阜ZC、横
浜ZCと東京ⅠZCのクリスマス・チャリティー・コンサートに伺い、楽しい華やかな気分で1年を終えることが出来ました。 
  新年が始まり早々、第11回エリアミーティングの打ち合わせの為、ホストクラブのかながわZCの例会に出席いたし
ました。メンバーの皆様がとても積極的にご協力下さり、大変有難く、心強く思いました。今年も実り多いエリアミーティ
ングになりますよう準備してまいりますので、皆様のカレンダーの5月16日（土）に大きな赤丸印をつけておいてください。 
 1月19日は木下ガバナーと茨城ゾンタクラブ設立総会に出席いたしました。松本ZCのSOM委員の皆様がご準備下さ
り、きっちりと進行しました。新しいクラブ設立は嬉しいことですが、細かい調整が必要で新クラブを安産させる大変さを
実感しました。新クラブ設立という大きな目標達成に向けて、松本ZCの皆様のご尽力と熱意に頭が下がりました。 
 去年の12月に世界経済フォーラムによる2019年のジェンダ―ギャップ指数の発表があり衝撃を受けました。何と日本
の前年の110位から順位を下げて153カ国中121位となりました。下記にクラブ会長が、ローズデーイベントをご紹介下
さいました。ローズデーを機に改めてジェンダーの平等を考えてみたいと思います。 
 今二年期もあと4か月余りとなってまいりました。ラストスパートをかけて頑張りますので、引き続きご協力、ご支援下
さいますようお願いいたします。新型コロナウイルスの感染が拡大しております。くれぐれもお身体おいとい下さいませ。 
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新入会員・退会者 

2020年1月31日現在 12クラブ 218 名 

 
●新入会員 
☆関 聡子様（三重 12月1日付）（株）LSIメディエンス 
☆萩野 博美様（三重 12月1日付）会社員 
☆安田 菜保美様（東京Ⅱ12月1日付）会社名：日鉄ソリューションズ(株) 
☆榊原 貴子様（名古屋SORA 12月1日付）（社福）憩の郷 事務職員 
☆田村 ひろ子様(山梨 12月1日付）（株）ＣＰ化粧品代理店ヒロコーポレーション代表取締役社長 

●移籍会員 堀田みち子様 （山梨から松本へ移籍） 
●退会者 
 木下智香子様（東京Ⅰ 12月1日付）業務多忙のため・雨宮知帆子様（山梨 12月1日付）お仕事の都合 

エリア２会員数 

 Welcome  to  

          ZONTA!！ 

🌹東京１：「産めよ育てよ働けよ＋αで介護せよ」そう言われているが如き日本の女性活躍時代 

     真っただ中で、元気な心の増幅計画を、出演者の髙田悦子氏と鋭意準備中。参加可能な 
     楽しいランチ付音楽会です。 
🌹横浜：横浜市中区にあるカトリックの「ミカエラ寮」のシスター宮下による講演。最近のDV事情は以前と 

     変わり、薬物中毒の両親から生まれた子供たちのシェルターのお話ら。 
🌹東京Ⅱ：例会にてジェンダーギャップ指数に関する勉強会 
🌹岐阜：２月例会において、女性ディーに関連する卓話予定 
🌹松本：現在活動実施について内容など国際女性デーの趣旨に沿って企画中 
🌹名古屋SORA：22年間継続しているローズデーイベント（ビンゴパーティー）の開催を通して、ゾンタの活動を一般の参加者に   

          アピールしている。 
🌹かながわ：「卓話会」文京学院大学名誉教授、山下泰子先生による講演会。ネパールでの女性教師育成及び、女子教育の  

        現状についてお話を頂く。 
🌹横須賀：今年で１６回目となるローズデイ記念の料理講習会です。テーマは「オーラ！スペイン」で逗子がスペインのヨット  

      チームのキャンプ地となったことから、スペイン料理に挑戦です。メニューは、にんじんのラペ、スペイン風オムレツ、 
      ソパデピカディージョ（鶏と野菜のスープ）魚介のパエリア、バスク風チーズケーキです。ゾンタの活動のお話しながら、 
      楽しくおいしくできたらと思います。（２月2９日（土）１０時～１３時半 横須賀市福祉会館６階調理実習室にて 
      🌹東京Ⅲ：3月28日（土）NPO法人ライトハウスへの支援をかねてトークイベントを企画 テーマ「女性と少女の  

           JINKEN（仮題）」YWCA、NPO法人「ピッコラーレ」とのコラボレーション 
               🌹群馬：Mサポ祭りにおいてローズデイ開催 ゾンタ茶屋と展示（ゾンタの活動の紹介） 
               🌹山梨：2月29日（土）14時～ローズデーイベント 

                    「子供の未来をとりまく現状ー子供の虐待と貧困についてー」 
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本年度はゾンタの誕生１００周年を記念し国際ゾンタ１００
周年記念、国際ゾンタ財団そして地域団体への寄付。 

 
岐阜 

 

「東京Ⅰゾンタ忘年クリスマ
ス会にて矢﨑ADのお話 

クリスマスチャリティーコンサート 
新年会 

子育て支援餅つき 

入会式＆クリスマス会 

移動例会：湯元榊館にて 

入会式を行いました。笑顔
いっぱいでした。 



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 

・12月14日（土）東京Ⅰゾンタ忘年クリスマス会 新宿京王プラザホテルにて 出席63名 
・１月25日（土）アメリア・イアハート メモリアル新年会 的場会長邸にて15時より 

横浜 
№594 / 18名 
大野万寿子会長 

・１２月５日 岐阜ゾンタクラブチャリティの夕べに １名参加 

・１２月１０日かながわゾンタクラブクリスマスコンサートに３名参加・12月11日横浜ゾンタクラブクリスマスチャ
リティーコンサート フェリス大学卒業のフラウエンコーアの皆様のコーラス、ドアプライズ、横浜FCオーナー、
ベイスターズコーチ、ジャイアンツコーチ、選手らの来場（写真） 
 ・１月８日横浜ゾンタクラブ新年会、於いてインターコンチネンタルホテル（写真） 

東京Ⅱ 
№1071 / 25名 
後藤愛子会長 

・12月 5日（木）岐阜ゾンタクラブチャリティーの夕べ ２名参加 ・12月11日（水）横浜ゾンタクラブクリスマス
会 ６名参加 ・12月12日（木）忘年例会 ゲスト参加１名 ・12月15日（日）福井FINE国際Zクラブ認証状伝達
式 ２名参加 ・12月16日（月）CSW６４の勉強会 ４名参加 ・１月16日（木）例会 イベント打ち合わせ、 
アメリアイアハート資料回覧 

岐阜 
№1078 / 21名 
安田多賀子会長 

・12月5日（木）「チャリティーの夕べ２０１９」開催 出演者 LE VELVETS （写真） ・12月11日（水）横浜ZCクリ
スマスチャリティーコンサート参加 １名 ・12月15日（日）啓新高等学校Zクラブ認証状伝達式 参加 ２名 ・
12月20日 (金) 理事会・例会 ①内規の変更の決議 ②男女同一賃金実施を要請する署名活動の依頼 書
類の配布 ・1月10日 （金）理事会 ①１月～５月までの活動計画の確認 ②ゾンタローズデーについて 
③国際大会、エリアミーティングへの参加要請 ④会員増強 

・1月17日（金）例会（新年例会）会員集合写真撮影の後ミニ例会、お楽しみ食事会 
松本 
№1522 / 43名 

遠山雪子会長 

・12月1日８日15日21日（台風１９号長野県千曲川流域被災地・継続現地支援活動）・１２月４日市民タイムス
訪問・思いやりBOX寄付金贈呈 ・１２月１９日例会後忘年会於浅間温泉ホテル玉の湯 
・1月16日例会・会員卓話「松本ZCHPの読み方から始まるSNSの楽しみ方」広報・コミュニケーション委員会・
会報48号発行 ・1月19日（日）茨城ZC設立総会 於坂東市観光交流センター 秀禄 

名古屋SORA 
№1531 / 13名 
久田礼子会長 

・12月5日（木） 岐阜ゾンタクラブ「チャリティーの夕べ2019」 参加5名 ・12月18日（水） 例会「クリスマスディ
ナー・プレゼント交換など楽しみながら会員相互の親睦を図る、指名委員の選出について、入会式（榊原貴
子様）」（写真） ・1月5日（水） 理事会 ・1月15日（水） 例会「ローズデーイベント・第22回チャリティービンゴ
パーティーについて」 ・1月26日（日） 理事会 

かながわ 
№1598 / 15名 
清水佳子会長 

・12月10日（火）クリスマスチャリティーコンサートを開催 今年は琴の3重奏。県下の視覚障碍者と介添人18
名を招待、盲導犬の活動も紹介した。 ・12月26日（木）支援先である「中区本牧活動ホーム」訪問 
・1月14日(火)理事会及び例会.矢﨑ADにご参加頂きエリアミーティンの準備も行う。支援先の「根っこの会」
の岡本会長の退任挨拶を受ける。かながわゾンタクラブ創立以来21年に及ぶ付き合いを感謝して頂いた。 

横須賀 
№1665 / 6名 
地主ちづ子会長 

・12月10日（火）かながわＺＣクリスマスチャリティーコンサート（横浜インターコンチネンタルホテル）二つの流
派の素晴らしい箏曲演奏でした。毎年寄付をされているミカエラ寮の宮下寮長さんの昨年妊娠した外国人労
働者の女性のその後のお話をきくことが出来ました。労働組合が応援し、母国に帰り出産し、再び来日して
働き始めたそうです。・１２月１１日（水）横浜ＺＣクリスマスチャリティーコンサート（横浜ホテルニューグランド
ペリー来航の間）フェリス・フラウエンコーアの声量とハーモニーの歌曲の数々でした。・１２月１７日（火）例会
（「男女同一賃金の実現」の要請する請願書の署名について、シカゴ国際大会、ローズデイ料理講習会、他
クラブのイベント、寄付先について） ・1月13日（月）子育て支援餅つき（熊野神社）お天気に恵まれ参加者が
多かったです。（写真）・1月21日（火）例会（シカゴ国際大会、料理講習会のメニュー決定、他クラブからの連
絡事項、会計報告） 

東京Ⅲ 
№1677 / 10名 
山田千鶴子会長 

・12月3日（火）12月理事例会卓話（ミュンヘンⅡゾンタクラブ会員 野崎陽子様） ゲスト4名 （東京Ⅱ・後藤
愛子会長、山﨑利恵様、かながわ・清水佳子会長 岡山・山根ゆかり様）、東京Ⅲ会員6名 合計11名参加 
・12月10日（火）かながわゾンタクラブ クリスマスチャリティコンサート浅野会員参加 ・12月14日（土）東京Ⅰ
クリスマスチャリティパーティ 会長山田、浅野会員 参加 ・1月7日（火）1月理事例会 鴨澤小織会員 入会
式（写真） ゲスト2名（橋本真智子様、花岡美智子様）東京Ⅲ会員5名 計6名 

群馬 
№1890 /5名 
飯島百合会長 

１２月１日（日）前橋市民活動支援センター交流会プレゼンテーション・１２月５日（木）理事会 議事録の最終
打ち合わせ 7日のワークショップの進め方について ・１２月７日（土） 群馬ゾンタクラブ主催就労支援にじ
いろのワークショップ 精神障害者が語るリカバリーストリー 例会（忘年会） ・１２月１７日（火）臨時例会 
議事録送付作業 2020年 ・1月１４日(火)  理事会 Ｍサポ祭りについて・１月２０日（月） 例会（新年会） 

山梨 
№1939 / 20名 
浅川利恵子会長 

12月5日岐阜ゾンタクラブ設立35周年記念チャリティコンサート2名参加・12月6日金沢ゾンタクラブチャリティ
パーティ参加・12月15日福井ＦＩＮＥゾンタクラブ啓新高等学校Ｚクラブ認証状伝達式参加・12月19日（木）例
会・12月24日（火）乳児院ひまわりクリスマス会訪問・12月25日（水）企業訪問 ・1月18日（土）移動例会 
・新年会in富士急ハイランドホテル （写真） 

三重 
№1971 / 28名 
高木久代会長 

・12月20日（金）萩野博美さんの入会式＆例会終了後、クリスマス会を開催。素敵なクリスマス料理をいただ
きながら、2019年度は、どのような年だったか、そして、2020年度は、どのような一年にしたいかなど、一人ず
つ告白し、みんなでコメントしながら共有しました。会員の皆さんがどのように日々過ごし、頑張ってみえて、
このゾンタクラブをどのように思ってみえるかなど、再確認でき、とても素敵な時間となりました。来年も～女
性の健康と食育～ をモットーに、三重ゾンタクラブは頑張って参ります！（写真） 
・1月５日（日）湯元榊原館にて移動例会を開催。例会終了後、新年会を開催。（写真） 
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クラブ名 イベント 

東京Ⅰ 
・3月14日(土) ゾンタ ローズデー 「実感版：音やリズムと健康の関係」 
     新宿京王プラザホテルにて 12：30～15：30（予定） 

横浜 
・３月11日 ローズデーイベント 
・４月８日 現代邦楽 三味線演奏（杵屋花邦氏 他2人） 

東京Ⅱ 
・2 月11日（火）第37回補助犬育成-障がい者自立支援チャリティーコンサート＆ビンゴ大会 
・3月14日（土）奈良ゾンタクラブ ３０周年式典 ８名参加 
・3月15日（日）名古屋SORAゾンタクラブ ビンゴパーティー６名参加 

松本 

・2月20日例会 会員卓話 奉仕委員会 
・3月8日ローズデーイベント  
・3月19日例会 ローズデー食事での移動例会  
・4月16日例会 会員卓話 アドボカシー委員会  
・4月29日（水祝日）信州岩波講座/まつもと 講師寺島実郎氏 「世界の構造変化と日本の針路」 
     於まつもと市民芸術館主ホール 

名古屋
SORA 

・3月15日（日） ローズデーイベント  第22回チャリティービンゴパーティー 於：名古屋東急ホテル       

かながわ ・3月8日（火）ローズデーのイベントで卓話会を予定 

横須賀 ・２月29日（土）料理講習会「オーラ！スペイン」 

群馬 
・２月２２日（土）Mサポ祭り  
・３月２８日（土）東京Ⅲゾンタクラブローズデイ（群馬ゾンタクラブ共催予定） 

山梨 
・2月29日（土）例会&勉強会・14時～ローズデーイベント 
         「子供の未来をとりまく現状ー子供の虐待と貧困についてー」 

三重 
・2月21日（金）例会＆第７回研修会 若林久穂先生「ヨガレッスン」 
・3月27日（金）例会＆トーンチャイムレッスン 
・4月17日（金）例会＆トーンチャイムレッスン 

  

２月 
東京Ⅰ 20日（木） 横浜 12日（水） 東京Ⅱ 6日（木） 岐阜 21日（金） 
松本 20日（木)  名古屋SORA 19日（水） かながわ 11日（火） 横須賀 18日(火） 
東京Ⅲ 4日(火） 群馬 17日（月） 山梨 29日(土） 三重 21日(金） 

  

３月 
東京Ⅰ 14日（土） 横浜 11日（水） 東京Ⅱ 12日（木） 

ローズデー卓話 

岐阜 20日（金） 

松本 19日(木） 名古屋SORA 18日（水） かながわ 11日(火） 横須賀 17日(火） 
東京Ⅲ 3日（火） 群馬 16日（月） 山梨 19日(木） 三重 27日(金） 

  

4月 
東京Ⅰ 16日（木） 横浜 8日（水） 東京Ⅱ 9日（木） 岐阜 17日（金） 

松本 16日(木） 名古屋SORA 15日（水） かながわ 14日（火） 横須賀 21日(火） 
東京Ⅲ 3日(金） 群馬 13日（月） 山梨 16日(木） 三重 17日(金） 
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                  ～クラブニュース～ 
横浜：大晦日に横浜市中区にある寿町（日雇労務者の町）で毎年行われる「炊き出し」に 

    会員２人が参加。年越し蕎麦を配膳した。（右写真） 
松本：SOM委員会（越場路子委員長）念願の茨城ZC設立に向けての活動が実を結びました。 

かながわ：津田満子名誉会員が2019年12月13日亡くなる。津田会員はかながわゾンタクラブ 
       創立メンバー、2017年1月かながわゾンタクラブの名誉会員、チャーターメンバー。 
三重：5月特別養護老人ホーム慰問演奏会に向けて、トーンチャイムレッスンの強化期間と 
    して奮闘中。 
 


