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2020 年の年が明け、ひと月が過ぎましたが、改めてエリア 4 の皆様に新年のご挨拶を申し上げ
ます。本年もどうぞ宜しくお願い致します。
わが国でオリンピックが開催される今年、国際ゾンタでは本拠地シカゴにおいて 100 周年の記
念すべき国際大会が開催されます。すでに、たくさんの会員の方々が登録を済まされているかも
しれませんが、スケジュールが決まっているようでしたら、出来るだけ 2 月末までのご登録をお
勧めいたします。また、それぞれのクラブが、2 月末に提出をお願いする男女同一労働同一賃金
の実現に向けた署名活動や、3 月 8 日ローズデーに向けてアクションを起こしてお進め頂いてい
ること思います。4 月のエリア通信へのご報告を楽しみにしています。
さて、エリア 4 のエリア通信は、皆様のご協力のおかげで、ここに第 10 号をお届けすること
ができました。前回のエリア 4 エリアミーティング会長会議で、クラブ会長の皆様にエリア通信
の活用についてお尋ねしたことを思い出しています。エリア通信がその後どのように活用されて
いるのか、少し気になるところです。エリア通信が、各クラブの活動やイベント情報を掲載し、
会員の入退会を確認するというような、単なる報告書としてのエリアの記録という役割だけでな
く、各会員とエリア、26 地区、そして国際ゾンタとの関係を深めるツールの一つとして機能して
ほしいと、常々思って参りました。他クラブのイベント企画の意図や支援の方向性を知ること
は、その他のクラブにとってのイベント開催のためのヒントを提供してくれますし、エリア通信
のイベント案内を見て他クラブのイベントに参加されるなら、必ず新しい素敵な出会いの機会を
得ることを、お気付きのことと思います。エリア通信を十分ご活用いただき、積極的に他クラブ
のイベントへも参加して、仲間ともうちょっとだけ?!深く繋がる年にしては如何でしょうか！
歴代のエリア 4AD が残してくださった足跡をたどりつつ、和田津の 1 年半の AD 任期が過ぎま
した。新米の AD にとって、先輩 AD からかけて頂くお言葉に、どれほど勇気づけられ力を頂いた
ことでしょう。そして残念ながら、その優しかった先輩 AD が一人、今年年初に急逝されまし
た。エリア４の皆様に遅ればせながらご報告しなければなりません。フェニックス神戸ゾンタク
ラブ小島久美子様、どうぞ、やすらかに。
AD 活動報告・26 地区理事会
12 月 14 日

2019 年
沖縄ゾンタクラブ

第 12 回エリア 4 エリアミーティング実行委員会参加

1 月 18 日

クラブ訪問・クラブイベント参加
2019 年
12 月 12 日

北九州ゾンタクラブハートフルパーティー参加

12 月 18 日

岡山ゾンタクラブ黄色い薔薇コンサート

2020 年
第 8 回地区理事会（東京）

＆クリスマスディナーコンサート参加

2020 年
1 月 19 日

フェニックス神戸ゾンタクラブ新年懇親パーテー
参加
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徳島ゾンタクラブ
🌸3/16 徳島大学留学生に奨学金贈呈
鳴門ゾンタクラブ
🌸2/10

第 26 回鳴門市人権セミナー・ゾンタローズデー講演会 （会場）うずしお会館
『DV って、なぁに？～意外と身近にあるんです～』講師：上地大三郎 弁護士

無料

岡山ゾンタクラブ
🌸2/19

例会・ミニ講演会

（会場）ANA クラウンプラザホテル岡山

神戸ゾンタクラブ
🌸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
🌸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 12 階

沖縄ゾンタクラブ
🌸3/21
🌸4/18

11：30～ 沖縄ゾンタクラブ「ゾンタローズデｨ」
（会場）沖縄ハーバービューホテル
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
🌸3/21

14：00～16：00 ローズデイ事業「SDGs に見る男女同一賃金」
講師：福津市副市長 松田美幸様 （会場）北九州市立男女共同参画センター・ムーブ

フェニックス神戸ゾンタクラブ
🌸2/28

13：00～

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中央病院ロビー
～高岡和子さんのシャンソンを聴く～

無料

姫路ゾンタクラブ
🌸 3/3
🌸 3/8

11：00～ 第 8 回ローズデー チャリティーバザー（会場）イーグレひめじ４階
13：00～16：00 国際交流スプリングフェスティバルにて日本文化体験（折り紙でかぶれる
兜作り＆お抹茶提供）
（会場）イーグレひめじ 会議室

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

17：30～

『チャリティーディナーショー 2020』
中丸三千繪 さん
（会場）グランドハイアット福岡 会費：15,000 円

🌸3/8

ローズデー

2 月 1 日現在
徳島（16 名）

会長

◇12/2 理事会 ◇12/16 例会（インターナショナルナイト）◇1/6 理事会
推薦の依頼に伺う

エリア 4

会員数 268 名

吉田 通代
◇1/15 徳島大学国際センターへ今期奨学金生の

◇1/20 例会・新年会＊いろはカルタや百人一首で新年の初笑いをして盛り上がりました。
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鳴門（31 名）

会長

山西 加容子

◇12/4 徳島県女性協議会理事会に 1 名出席◇12/8 理事会◇12/17 例会＊「男女同一賃金の実現」を要望する請願書署名に
ついて会員に周知＊鳴門教育大学大学院生への奨学金について、募集要項・選考基準の見直しの為の協議委員を決定＊クラ
ブ内バザーと輪投げ大会で活動資金を調達◇12/19 鳴門市社会福祉協議会へ歳末助け合い募金を贈る◇1/8 理事会◇1/15 四
国大学ゴールデン Z クラブとの交流会に 7 名出席◇1/17 新年例会＊次期副会長（大石美智子会員）を発表＊国際ゾンタ 100
周年記念 DVD を上映し、歴代ガバナーの 26 地区への提言を拝聴する＊余興とビンゴゲームで新年を祝う◇1/28 鳴門市人権
推進課とローズデー講演会の打ち合わせに 4 名出席

岡山（18 名）

会長

三宅 信子

◇12/3 理事会 ◇12/18 クリスマス会（ANA クラウンプラザホテル岡山） ◇1/7 理事会 ◇新年会（日本料理

神戸（12 名）

会長

一扇）

蒔田 由紀子

◇12/19 理事会・例会 ◇12/21 奨学生支援カンタービレ・コンサート（新長田勤労市民センター）
◇1/12 家庭養護促進協会 新春初笑い大会 ◇1/16 例会 ＊からだ大学「健康な人は背中美人」

高松（50 名）

会長

佐藤 良重

◇12/3 第 11 回エリアミーティング会計監査

◇12/11 クリスマス例会 ソプラノ鑑賞 ♬ 歌手

杉ノ内柚樹 様

◇12/13 広報委員会（チャリティーバザー案内の送付準備・内容打ち合わせ）◇12/26 理事会◇1/10 例会＊新入会員入会式
＊卓話

講師：大竹智子 氏「人生を豊かにするマナー」◇1/30 理事会

沖縄（15 名）

会長

奥原 英子

◇12/14 定例会＊地区役員クラブ訪問（国際委員 国際ゾンタ奉仕委員会委員・26 地区パーラメンタリアン 豊田由起子様
26 地区エリア 4 ディレクター 和田津美智代様）会場：ダブルツリーby 那覇首里城

北九州（26 名）

会長

◇1/8 役員会・定例会

大石 紀代子

◇12/7 役員会◇12/12 ハートフルパーティー2019◇12/16 定例会◇1/11 役員会◇1/12 西南女学院大学ゴールデン Z クラブ
主催「カンボジア文化交流会」4 名参加◇1/20 定例会・新年会

フェニックス神戸（10 名）

会長

三田 恵美子

◇12/5 御影・酒心館にて移動例会◇12/2・12/7・12/8 各日 安芸コスモス ZC、金沢 ZC、大津 ZC のチャリティーコンサート
等に参加◇1/11 兵庫県児童養護連絡協議会「みんなの文化祭」参加・初釜・茶道指導（留学生会館）◇1/14 1 月例会（留
学生会館）◇1/19 新年懇親パーティー開催～歌とピアノと美味しいお料理、そして共に歌いましょう～

安芸コスモス（16 名）

会長

衛藤 眞知子

◇12/2 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 ◇1/14 役員会 ◇1/28 例会 新年会

姫路（18 名）

会長

駒田 かすみ

◇12/11 姫路大学ゴールデン Z 活動（ドッグセラピー）視察◇12/16 理事会◇12/20 新入会員入会式・例会◇12/21 スーパーキ
ッズオーケストラ姫路公演の受付◇12/26・27 故・川口照子会員お通夜・告別式参列◇1/7YMCA アフタースクールでの新年抹
茶奉仕 ◇1/14 理事会 ◇1/17 姫路護国神社での新年移動例会（姫路大学ゴールデン Z 活動報告＆大西雅子先生入会）
◇1/28 ローズデーチャリティーバザー手作り品 作成

SEN 姫路（20 名）

会長

井野 節子

◇12/7 当クラブ推薦の JM クローズマン奨学金応募者へ支援金贈呈◇12/11 理事会◇12/18 例会・クリスマス会◇12/20 姫路
市男女共同参画推進センター登録団体会議出席◇1/8 理事会◇1/15 新年祈祷、例会◇1/11 兵庫県立歴史博物館ロビーコン
サート協賛◇1/31 兵庫県立大学ゴールデン Z クラブ学生国際協力団体（CHISE）のラオス支援に協力（クラウドファンディ
ング、タオル寄付等）

福岡（36 名）
◇12/4 役員会

会長
◇12/16 例会・忘年会

中村 クミ
◇1/8 役員会

◇1/20 例会

徳島ゾンタクラブ
12/16 インターナショナルナイトとして、徳島大学と徳島文理大学の留学生 4 名と文理大学の
床桜教授をお招きしてクリスマスパーティーを開いた。会員持ち寄りのプレゼントで歓談しました。

岡山ゾンタクラブ
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鳴門ゾンタクラブ
1/15 四国大学ゴールデン Z クラブとの交流会に、鳴門 ZC から 7 名、 GZ クラブから 40 名が
出席しました。1 年間の活発な活動報告発表の後「4 年生を送る会」があり、1 年～4 年まで
GZ クラブに在籍し奉仕活動を続けた 4 年生全員（15 名〉が出席し、後輩からプレゼントを受け
ました。記念撮影のあと後輩のジャグリングを楽しみ、鳴門 ZC 会員とも楽しく交流しました。

神戸ゾンタクラブ
神戸ゾンタ講座「からだ大学」では、藤井善美会員ご夫妻を講師にお迎えして、からだの歪み
チェック➡やまと呼吸体操を体験して、参加者全員歪み解消を実感。

高松ゾンタクラブ
12/11 首里城火災支援決定
1/10 新入会員入会式 と同時にアメリア・イアハートデーについて
🌸1 月をアメリア・イアハート・マンスリーとして活動することの意義を再確認した。

北九州ゾンタクラブ
12/12 には多くのお客様をお迎えしての「ハートフルパーティ 2019」1/12 には西南女学院大学
ゴールデン Z クラブが、カンボジアの女子大学生を招待して実施した日本とカンボジアの文化を
互いに学ぶ「カンボジア文化交流会」1/20 には会員の親睦を図るための新年会と盛りだくさんの
イベントがありました。今後とも北九州ゾンタクラブが地域、そして国際への奉仕ができる団体で
ありたいという気持ちを新たにしました。

フェニックス神戸ゾンタクラブ
1/19 11 時より、神戸倶楽部にて恒例の「新年懇親パーティー」を開催しました。
神戸で初めての会員制外国人倶楽部としての伝統ある建物で、109 名の参加者と共に楽しい時間を
過ごすことができました。副ガバナーをはじめとする 18 名のゾンシャンのご出席も心強く、終始
和やかな時間となりました。

姫路ゾンタクラブ
12 月には新会員の大岡さんの入会からスタートし、ゴールデン Z のドッグセラピー視察やスー
パーキッズオーケストラの受付のお手伝い、1 月には YMCA でのお抹茶奉仕、移動例会ではゴー
ルデン Z をご指導頂いている大西雅子先生の入会、ローズデーチャリティーバザーの手作り品の
準備といった活動を積極的に行うことができました。他方、長年姫路ゾンタクラブのゾンシャン
に奉仕の原点について身をもって教えてくださっていた川口照子会員のご逝去という悲しいニュ
ースもあり、会員一同例会にて改めてご冥福を心よりお祈り申し上げました。

SEN 姫路ゾンタクラブ
1/11 当クラブが協力・協賛している兵庫県立歴史博物館ロビーコンサートでは、80 人ほどの
お客様がモーツァルトに酔いしれました。ウィーン仕込みのピアノの音色はさすがに素晴らしい
と大好評でした。完全に市民に定着したロビーコンサートです。7 年間の成果でしょうか。

福岡ゾンタクラブ
12/16

忘年会

フレンチ料理“KOJIMA”にて

新入会員
✣高松ゾンタクラブ
✣姫路ゾンタクラブ
✣SEN 姫路ゾンタクラブ
✣福岡ゾンタクラブ

安達 聖子 様
大西 雅子 様
西田 直美 様
小島 泰代 様

福島 裕子 様

坂本 真由美 様

箕浦 雅子 様

井上 都裳子 様

退会会員
✣岡山ゾンタクラブ
三宅 栄子 様
✣福岡ゾンタクラブ
✣鳴門ゾンタクラブ
今津 公子 様（ご逝去）
✣フェニックス神戸ゾンタクラブ 小島 久美子 様（ご逝去）
✣姫路ゾンタクラブ
川口 照子 様（ご逝去）
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伊東 真央 様

