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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.11 2020年 4月１日号      

ご 挨 拶 

2020 年夏、世界中からアスリートが集い競う 4 年に１度開催されるスポーツの祭典オリンピックを前に、

オリンピックの理想である「平和・団結・友愛」のシンボルとしての「聖火」が、今頃は、開催国の関心と期

待を呼び起こすために、日本列島を駆け巡っているはずでした。 しかし、皆様もご承知の通り、コロナウィ

ルス感染拡大により東京オリンピックは延期されることとなり、今年の聖火リレーを中止をせざるを得ません

でした。 

各国政府は、国民に向けて、多くの人々が集うイベントの自粛や中止を要請しており、私たちのエリア４エ

リアミーティングの開催も、先月、政府の発表を踏まえて 6月へ延期を決定したところでした。皆さんからは

エリアミーティング開催に関し、多くのご心配を頂いておりましたが、エリアミーティング開催が、単に会員

のトレーニングセミナーで終わるのではなく、開催クラブにとって、「オリンピックの聖火」のように、クラ

ブの団結・活性を促進し、国際ボランティア組織としての一層の成長の機会になるならば、また加えて、エリ

ア内の各地から集う多くのゾンシャンの存在感を力に変えて、サポートクラブの存在する地域で、ゾンタ活動

の広報的役割を発揮できるならば、沖縄ゾンタクラブの皆様の熱意を無駄にすることなく開催することが望ま

しいと考えてまいりました。しかし、大変残念なことに、コロナウィルスのパンデミックにより、3月 31、ス

ザンネ国際会長は、シカゴ世界大会の中止を決断されました。この決定を受けて、26地区においても既に皆様

にはお伝えした通り、26 地区の各エリアで予定されていたすべてのエリアミーティングの中止を決定いたし

ました。たいへん心残りではございますが、沖縄ゾンタクラブの皆様には、エリアミーティング開催の準備に

多くの時間と労力を費やして頂き、このような不測の事態に動じることなく粘り強く開催に向けてホテルとの

交渉を続けるなど、協力を惜しまない姿勢を見せて頂き、とても有り難く感謝しています。AD として、心か

ら敬意を表し、お詫びとお礼を申し上げたいと思います。 

さて、本来ならば、本号に寄せられる各クラブからのご報告には、それぞれ魅力的なローズデーイベント開

催のご報告を頂く月ですが、今回はこのような状況下で、多くのイベントが中止をされたことを大変残念に思

います。各クラブが実施するローズデーイベントが、地域社会への「世界女性デー」のアピールの機会となり、

ローズデーイベントで得た収益の寄付先では、女性をエンパワーメントすることに繋がることを忘れず、来年

のローズデーには、今回の経験を力に変えて、エリア 4の皆で、より一層素敵な活動をしたいものですね！ 

また、木下ガバナーが掲げた地区目標「同一労働同一賃金の実現」を後押しするための署名活動は、先日、

第一次の集計を終えましたが、最終目標数 10,000 人分の署名を目指すため、今一度、会員の皆様には活動の

ご協力を頂けましたら幸いでございます。 

まずは、エリア 4ゾンシャンの皆様のご健康と安全を心からお祈りしています。一刻も早いコロナウィルス

感染拡大終息を願いつつ！ 

クラブ訪問・クラブイベント参加 

2020 年 

2 月 11日  東京Ⅱゾンタクラブローズデーチャリティー参加 

2 月 16日  神戸ゾンタクラブローズデーコンサート参加 

2 月 16日  福岡ゾンタクラブローズデーチャリティーディナーショー参加  

2 月 29日  SEN 姫路ゾンタクラブローズデーチャリティーコンサート参加 

 

 

Zonta International D26 

AD活動報告・26地区理事会 

2020 年 

2 月 22・23 日 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 

2 月 28日   緊急地区理事会（Web 会議） 
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高松ゾンタクラブ 

🌸10/3(土) 高松ゾンタクラブ創立 30 周年記念式典・祝宴  

 

沖縄ゾンタクラブ  

🌸26 地区エリア 4 第 12 回エリアミーティング 開催日…4 月から 6 月へ日程変更⇒3 月 31 日中止決定 

     日時：2020 年 6 月 6 日(土)  AM10：00～   

会場：ダブルツリーby ヒルトン那覇首里城  

 

フェニックス神戸ゾンタクラブ  

🌸5/30 11：00～ 小島久美子様を偲んで～感謝とともに～「偲ぶ会」 会場：神戸倶楽部 

🌸8/28 13：30～ ロビーコンサート「シャンソンを楽しみましょう」  

会場：兵庫県総合リハビリテーションセンター 

姫路ゾンタクラブ 

🌸10 月 チャリティーバザー（ローズデーチャリティーバザー中止による再企画）  

      4 月 1 日現在 エリア 4 会員数 267 名 

徳島（16 名）        会長 吉田 通代 

◇2/17 徳島大学留学生の奨学金生を決定 ◇3/8 ローズデイの活動変更✩徳島ゾンタクラブオリジナル ティッシュペーパ

ーを制作中 ◇3/16 徳島大学留学生に奨学金を贈呈✩徳島大学留学生に日用品を贈呈（寝具・箱入りティッシュペーパ

ー・洗剤・防寒着・防寒用品・米・トイレットペーパーetc） 

鳴門（31 名）        会長 山西 加容子  

◇2/8 理事会＊2/10 に開催する「ローズデー講演会」の最終打ち合わせ ◇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』を開催し、鳴門市長に「ローズデー提言」を行う ◇2/17 例会＊「男女同一賃金制の実現」署名用紙を

回収＊卓話『令和の医療・介護について』講師：鳴門ゾンタクラブ会員・（医）久仁会理事長 医師 山上敦子氏＊第 12 回 

エリアミーティング出席のため 4 月例会例会日を 4/15 に変更する事を決定＊3/27 の慰問について打ち合わせ ◇2/20高松

ゾンタクラブチャリティーバザーに 5 名参加 ◇3/8 理事会➡休会 ◇3/11 鳴門市男女共同参画審議会に 1 名出席  

◇3/17 例会➡休会 ◇3/27 老健施設への慰問➡取りやめ 

岡山（18 名）        会長 三宅 信子 

◇2/4 理事会 ◇2/19 例会 ◇3/3 理事会 ☆岡山県立図書館への児童書贈呈式 

（理事会・例会 会場：ANAクラウンプラザホテル岡山） 

神戸（12 名）        会長  蒔田 由紀子 

◇2/13 理事会、例会 ◇2/16 チャリティーコンサート ◇3/19 理事会 ◇3/19 例会➡中止 

 

高松（49 名）        会長 佐藤 良重  

◇2/10 鳴門ゾンタクラブ第 26 回鳴門市人権セミナー・ゾンタローズデー講演会に 1 名参加  ◇2/11 東京Ⅱゾンタクラブ

チャリティーコンサートに 1名参加 ◇2/12 例会 ◇2/16 神戸ゾンタクラブチャリティーコンサートに 1 名参加 ◇2/16 福

岡ゾンタクラブ「チャリティーディナーショー2020」に 2名参加  ◇2/19 第 27 回チャリティーバザー準備  ◇2/20第 27

回チャリティーバザー（高松センタービル 12 階） ◇2/27理事会＊3 月例会を新型コロナウィルス対策の為、開催中止決定 

◇3/11 夜間例会、ローズデー事業「児童婚を終わらせる」勉強会➡新型コロナウィルス対策の為中止  ◇3/26 理事会 
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沖縄（15 名）        会長 奥原 英子 

◇2/15 定例会 ◇2/22 臨時定例会＊26 地区エリア 4 第 12 回エリアミーティング進捗状況の確認（エリア 4 ディレクター 

和田津美智代様出席）会場：ダブルツリーby ヒルトン那覇首里城 ◇3/21 役員会・定例会 

北九州（26 名）       会長 大石 紀代子 

◇2/8 役員会 ◇2/17 定例会 ◇3/16 役員会/定例会 ◇3/21 ローズデイ事業「SDGs に見る男女同一賃金」➡中止 

◇大学法人 九州工業大学大学院生 3 名に奨学奨励金を授与。 

受賞者： Mr.KATARIA Sagar / Miss.ALIA Sayeda Shamma / Miss.Nour Alhuda ALBOUGHA 

フェニックス神戸（10 名）  会長 三田 恵美子 

◇2/4 例会  ◇2/22 茶道指導奉仕（会場 国際交流会館）◇2/25  3 月例会（対応として） ◇2/28 ロビーコンサート➡

➡中止（8 月順延予定） ◇3月 ＊女性デー勉強会 ＊茶道指導奉仕 ＊留学生会館のウエルカムパーティー ➡中止 

安芸コスモス（16 名）    会長 衛藤 眞知子 

◇2/4 役員会 ◇2/25 例会＊卓話「後世のひとたちにどうしても伝えたい事」 講師：元広島市長 平岡 敬 氏  

◇3/10 役員会➡中止 ◇3/24 例会(ローズディ)➡延期 内容：mix up（LGBT に関連した作品展示やワークショップのイ

ベント）の作品展示の鑑賞と河口 和也氏（修道大学人文学部教授/ジェンダー・社会学）の卓話 

姫路（18 名）        会長 駒田 かすみ  

◇2/17 理事会・指名委員会 ◇2/21 例会 ◇2/25 ローズデーチャリティーバザー準備 ◇2/28 臨時理事会＊バザーの中止

決定・連絡 ◇3/3 ローズデーチャリティーバザー➡中止（会員のみ集合し、生鮮品等一部相互購入） ◇3/8 国際交流スプ

リングフェスティバル➡中止  ◇3/16 オンライン理事会  ◇3/19 例会➡中止 

SEN姫路（20 名）       会長 井野 節子 

◇2/19 理事会 ◇2/29 例会＊ステラケブリラコンサート開催 ◇3/11 理事会➡中止（コロナウイルス感染防止のため） 

◇ 3/18 例会＊兵庫県立歴史博物館ロビーコンサート出演者 紹介協力 

福岡（36 名）         会長 中村 クミ 

◇2/12 役員会 ◇2/17 例会 ◇3 月の役員会・例会➡中止（新型コロナウィルス感染拡大予防のため中止） 

🌸3 月 8 日(月)14：00～ ローズデー は新型コロナウィルス感染拡大予防のため中止 

徳島ゾンタクラブ

 3/16 徳島大学留学生に奨学金を贈呈しました。      

 

                                            

鳴門ゾンタクラブ 

 2/10 鳴門市との共催でローズデー講演会を開催。  

第 26 回鳴門市人権セミナー・ゾンタローズデー講演会  

「DV ってなぁに？ ～意外と身近にあるんです～ 」 講師：弁護士  上地 大三郎 先生 

 講演会に先立ち、和田津 ADより鳴門市長へ“ローズデー提言”を行いました。 

当日は平日にも関わらず 90 名の来場者があり、熱心にメモを取る方もいました。 

講演を拝聴し、DV が身近にあるという事を改めて認識し、支援の必要性を痛感しました。  

当日は、徳島 ZC 様、高松 ZC様、神戸 ZC 様の皆様方もお忙しい中ご出席くださり、鳴門市 

からも「平日の午後にも関わらず来場者が多かったのは、鳴門ゾンタクラブさんと共催した 

成果だと思っています…」との嬉しい言葉をいただきました。 

 

岡山ゾンタクラブ 

 3/3 国連・国際女性デー(ローズデー)を記念して、岡山県立図書館へ児童図書を寄贈。 

長年に亘る贈呈に感謝のお言葉をいただきました。また今年度は、故三宅定子女史からの 

児童図書の寄付もあり、図書館が華やかになりました。         
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神戸ゾンタクラブ 

 2/16 ポートピアホテルにおいて、チャリティーコンサートを開催。 

森本耕太朗チェロ、新居靖子ピアノ演奏による数々の「感謝の音色」に続き、森本はるみ 

「花咲山」朗読、最後は、臼井 真 指揮で「しあわせ運べるように」をみんなで歌いました。 

あらためてチェロ、ピアノの癒しの力を気づかせていただいたコンサートでした。 

 

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 

会場に消毒液を設置して緊張感の漂う中での開催でしたが、全会員の協力で 

地域の方々の大勢のご来場をいただき、今年も好評を博し、無事に終了するこ 

とができました。 

 

北九州ゾンタクラブ 

 3/19 西南女学院大学ゴールデン Z クラブの 4 年生が無事卒業いたしました。 

今年は新型コロナウィルス拡散防止のため、規模を縮小して行われましたが、卒業生には 

在校生から黄色のバラが贈られ、感動的な式典でした。卒業生は、ゴールデン Z クラブでの 

活動を活かして、社会に貢献できる人材になりたいと申しておりました。 

 

フェニックス神戸ゾンタクラブ         

 2/4 ハナミズキ 2 本 植樹。兵庫県国際交流会館 玄関前 

1997 年のクラブ設立認証記念に 8 本のハナミズキ、30 本のどうだんつつじを寄付した。その後 

23 年が経過し、2 本のハナミズキが枯れてしまったので、2 月 4 日、改めて寄付・植樹した。来年 

初夏の開花が楽しみである。 

 

姫路ゾンタクラブ                           

 2/21 2 月度例会では、ローズデーチャリティーバザーの役割確認と、会員スピーチとして姫路 

市の令和 2 年度予算案のうち、これまでのゾンタクラブの活動に関連する内容についての研修を行 

いました。 

2 月 25 日には値札付けなど準備万端でしたが、新型コロナウィルスの感染拡大防止による自粛要 

請を受け、バザーは中止となりました。しかし、キャンセル不可な生鮮品等を会員同士で購入したり、 

今回初めてオンラインでの理事会を開催する等、新たな姫路ゾンタクラブの連携を確認しました。 

 

SEN姫路ゾンタクラブ 

 2/29 ローズデーチャリティーコンサート「ステラケブリラ」を開催。 

新型コロナウイルスの影響で、来場者は例年よりも少なかったとはいえ予想以上であった。 

今回の出演者は、中学生・高校生から海外で活躍するベテランまで多岐にわたり、高い技術で 

観客を魅了した。6 回目を迎えて、このコンサートを毎年楽しみに来場してくださる方が多い 

ことを実感した。出演者から「今回、開催していただいて、とてもありがたかった」、来場者 

からは「とても感動した。若い人のために良いことをしておられる」などと喜んでいただいた。 

今後も質の高いコンサートを継続し、「音楽のまち・ひめじ」に貢献したい。 

 

福岡ゾンタクラブ 

 2/16 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 17：30～               

当日は 417 名のお客様にお越しいただきました。     

 退会会員   ✣高松ゾンタクラブ   石川 千晶 様 

 


