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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 三輪　光代 
TEL & FAX 079-223-7357 E-mail  d26area4director@zonta-d26.jp

ご 挨 拶 

26 地区予定

10月10日　木下国際理事就任祝賀会

リーガロイヤルホテル小倉

AD クラブ訪問・クラブイベント参加予定 

9月17 日 徳島ゾンタクラブ・鳴門ゾンタクラブ合同例会　延期

10月13日　フエニックス神戸ゾンタクラブ　訪問　

国際ゾンタ 26 地区 エリア4
エリアミーティング

日　時：2021年 4月 10 日（土）

会　場：リーガロイヤルホテル小倉

No.2　　 2020年10月1日号

国際ゾンタ2世紀目の出発にあたり岡澤則子ガバナーはガバナー通信第1号で「我々は一
丸となって岸のヒトデを海に返さなければなりません。酸素を与えなければなりません。
その方法を模索して下さい。」と熱く語っておられます。クラブでヒトデ探しについて話
し合っていらっしゃいますか。

玉岡かおる氏の『負けんとき』を再読して見つけました。公娼制度の廃止運動の起こっ
た頃の広岡浅子さん（明治の女性実業家）の言葉「ただ廃止というのは男の政治家でも思
いつくことや。日本はな女郎や芸者は人身売買やないかと世界中から非難されて娼妓解放
令だしましたんや、、、、解放だけしても後の保証は何もなし。貧しい家はやはり娘を売
りますやろ。」

あくまで小説の中のセリフですが私達女性の能力に期待がかかっています。私達の支援
を必要としているヒトデを探して支援の方法を考えましょう。みんなの知恵を集めてコロ
ナ禍でもできる方法を考えましょう。

GO　TO　トラベル　
で御殿場に行きました。

コロナ対策も大切、経済対策も大切

26地区目標

１．国際ゾンタ４つのプロジェクトの理解とサポート／ペルーの思春期女子の
　　　健康と保護／パプアニューギニアと東ティモールにおける、性差による　
　　暴力の被害者への対応の強化／マダガスカルについて学ぼう／児童婚を
　　やめさせる。
２．国際ゾンタ４つの奨学金すべてに応募を目指す。

アメリア・イアハート奨学金／JMクローズマン奨学金／YWPA賞／WIT奨
学金

３．新クラブを作る。（ゾンタのない県にゾンタを！！ゾンタの日本拡大）
４．地区とエリアに打ち上げられているヒトデはいないか探す→地区（エリ　

ア）目標に定める。

akane
取り消し線
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1 0 月 1 日現在 エリア 4 会員数 24 6名 

徳島（15 名） 会長 福島　吉美 

◇8/3 理事会中止　8月例会中止　◇8/31 理事会開催

◇9/17 鳴門・徳島合同例会（エリア訪問予定）中止
クラブ会員への連絡は、ラインと各自パソコンに送信しています。
これからの例会で国際のプロジェクトとクラブマニュアルの勉強を予定しています。

◇
鳴門（31 名） 会長 兼松　和子 

◇8/3徳島県女性協議会理事会に出席 ◇8/8 理事会＆ 8/17 例会…新型コロナ感染拡大のためWeb での報告・
協議に変更 ◇9/1 緊急理事会 （❋重要案件協議のため開催。欠席者からは理事会に一任との返答を得た）
＊岡澤ガバナーより送信の案件につき協議＊9/17に予定していた徳島ZCとの合同例会は「コロナ感染リスクを
抱えての開催には無理がある」との結論に達し延期を決定＊9月例会（9/17）も中止　◇9/3鳴門市男女共同参
画審議会に1名出席 ◇9/15 ＊会報 第32号 発行

エリア4　クラブイベント(8月～2021年2月）

神戸ゾンタクラブ 

◇10/15　例会　10月末頃フィリピンの子供たちにクリスマスカード送付予定 11月19日例会

 安芸コスモスゾンタクラブ 

◇12/2　チャリティーコンサート(予定)

 姫路ゾンタクラブ

 福岡ゾンタクラブ

◇9 月例会：卓話　九州大学教授 馬奈木俊介氏　SDGｓ持続可能な社会

◇10/8(木)チャイルドケモハウス支援のためのチャリティーゴルフコンペ(第８回)
場所：白鷺ゴルフ倶楽部　　　どうぞ奮ってご参加ください！

◇11/21　男女共同参画推進センター「あいめっせフェスティバル」場所：イーグレひめじ姫
路ゾンタクラブの活動を写真等展示しPR活動。

◇11/未定　キャッシル真和秋祭りボランティア参加
◇11/未定　ZONTA Says No月間　デートDV防止パンフレットを中学校、高校に配布予定。

岡山ゾンタクラブ

沖縄ゾンタクラブ

◇11月　卓話　◇12月　忘年会

フェニックス神戸ゾンタクラブ

◇2021年1/31　新春交流会　神戸倶楽部 交流会は例年実施していますが、今回は地域の方や
近隣ゾンタ会員の方への感謝と小島久美子様への感謝を込めて開催を予定しています。

◇2021年2月26日(金)　早春ロビーコンサート実施予定。

◇10/26　チャリティーバザー(高島屋）
◇12/19　クリスマス例会

 SEN姫路ゾンタクラブ

◇2021年2/21(日)13：30『若者支援チャリティーコンサート第7回ステラ・ケ・ブリラ(輝く星）』
パルナソスホール　500円　中学生からベテランまで多彩な出演者がピアノ・ヴァイオリン・トラン
ペットなどの演奏を華やかに楽しく展開します

クラブ活動報告 （8月～9月）

高松ゾンタクラブ

◇11/12　Zonta Says No事業(ドーム広場にて県のパープルライト点灯に合わせ、地上展示）

徳島ゾンタクラブ

◇10月に野外例会予定(場所未定）
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岡山（1 5名） 会長 波多　豊子 

神戸（10 名） 会長  深田　幸代 

◇新型コロナウィルスの為 活動を自粛しています。

高松（49名） 会長 松田　典子 

◇8/11　新型コロナ感染防止の為例会中止。8/21　オンライン・ズーム体験を理事会で開催。
◇8/25　理事会・拡大委員会　◇9/11　例会（行事やバザー、Zonta Says NO事業などの活動について、コロ

ナ感染防止に対応出来る運営方法への見直しについて討議。4つの奨学金募集に関する勉強会を行うことを
決定。）◇9/29　理事会

沖縄（12名） 会長　神谷　空 

◇8/12(水)高松ゾンタクラブ首里城復興支援金20万円を那覇市役所へ進呈◇8/15(土）コロナ禍による自粛のた
め、理事会・定例会中止、会員ミニバザー延期◇9/19(土)理事会・定例会　会員ミニバザー開催

北九州（23名） 会長　加藤　千佳 

◇8/1(月)第3回役員会10:30〜11:40　市立 生涯 学習 総合 センター
◇8/17(月)第3回定例会19:00〜21:00　リーガロイヤルホテル小倉
◇9/5(土)第4回役員会10:30〜12:00　市立 生涯 学習 総合 センター
◇9/23(水)第4回定例会19:00〜21:00　リーガロイヤルホテル小倉

フェニックス神戸（10 名） 会長 三田 恵美子 

◇8/11（火）理事会・例会は神戸地区感染拡大のため、急きょ中止◇9/8（火）理事会・例会実施（検温、記
名、マスク着用等徹底）補正予算、基金設立、10月例会にエリアデｲレクター三輪様をお迎えすることなど
を協議。
 安芸コスモス（15名） 会長 好永　良子 

姫路（17 名） 会長 西澤　美佳 

◇ 8/3（月)臨時理事会　◇8/17(月)理事会・オンラインバザーに向けて梱包作業、発送
◇ 8/21(金)例会　◇9/14(月)理事会　◇9/18(金)例会

SEN 姫路（18名）  会長 大塚　節美 

◇8/19　理事会・例会、会員（管理栄養士）による卓話、高砂市連合PTA協議会へ活動協賛金贈呈
◇9/8　JMK奨学金申込　◇9/12兵庫県立歴史博物館ロビ-コンサート協力・協賛　◇9/16　理事会・例会、ヴァ
イオリン演奏（小野真理氏）

福岡（31名）  会長 境　貴子 

◇8/7(金)役員会 19：00～Zoom ◇8/17(月)総会・定例会 18：30～Zoom ◇9/4(金)役員会 19：00～山田屋Zoom

◇9/28(月)18：30～アルマリアン福岡Zoom

◇8/8～16 せこへい美術館（後援）場所：旧日銀広島支店◇8/25(火)役員会　◇9/8（火）例会
講師　アーサービナード様　演題　　そもそも『そもそもオリンピック』というものは？

　

◇8/4(火)理事会 ANAクラウンプラザホテル岡山　◇8/19(水)玉野市立図書館に児童図書寄贈（三宅定子女史
から）◇9/1(火)理事会 ANAクラウンプラザホテル岡山◇9/16(水)お月見例会 ANAクラウンプラザホテル岡山

クラブトピックス
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岡山ゾンタクラブ  
8月19日「たまの湯」で昼食をした後に、故三宅定子女史の遺族による同クラブ
への寄付金にて玉野市立図書館に児童図書寄贈を行いました。また、9月はお月見
例会として、フルート演奏を聴き、秋らしい食事とお月見団子を頂き和やかな時
間を過ごしました。　

高松ゾンタクラブ
コロナ対応の新しい例会スタイル　広い会場にスクール形式の配置。大きな机
に一人ずつ着席。配布資料は前もって配り終えておく。発言や賛否の挙手の代
わりに緑の札を使う。ハッピーボックスは会場入り口に置き、回覧はしない。
お食事は蓋付きお弁当箱に入れて提供される。前菜は冷たく、メインは温か
く、とても美味しいです。

沖縄ゾンタクラブ
8月12日、高松ゾンタクラブよりお預かりした首里城復興支援金20万円を那覇市役
所へ届けました。那覇市役所のネット広報と、地方紙である琉球新報社に掲載され
ました。遠方からの心ある御支援は沖縄ゾンシャンのみならず、市役所の方々、そ
してネットや新聞を目にされた方々の大きな励みに繋がっております。今後沖縄ゾ
ンタクラブも支援を継続するべく努めて参ります。高松の皆様有難うございました

北九州ゾンタクラブ
８月第3回定例会よりＧＺ会員との連携によるゾンタの勉強会の開始
第１回「国際ゾンタのコロナウイルスに対する取り組み」について西南女学
院GZメンバー学生の音声再生により発表。

フェニックス神戸ゾンタクラブ
菊の節句「茶話会」9月9日重陽の日は大人の節句ともいわれています。菊花を生
け、賛助会員のみなさんとともにお茶とお菓子とお話を楽しみました。21年間、
留学生対象の茶道指導を行ってきましたが、諸般の事情で休止となりました。完
全休止を惜しみ、親睦を主とした「茶話会」が生まれ、ひとときを賛助会員のみ
なさんと楽しんでいます。

姫路ゾンタクラブ
会報の発行　8/1(土)～オンラインチャリティーバザー(ゾンシャン限定)　皆様ご参
加ありがとうございました。8月、9月、10月例会のプログラムとし新しい時代に
向け会員オンライン強化の為withコロナ研修会実施。

SEN姫路ゾンタクラブ
８月例会において高砂市連合 PTA 協議会へ活動協賛金を贈呈しました。兵
庫県立大学ゴールデン Zクラブ（学生国際団体 CHISE）の活動を当クラブや
関連企業等が支援、ラオスのPhoukou村に小学校の校舎とトイレが完成しま
した。　

福岡ゾンタクラブ
Facebookを作成。

新入会員・移籍会員・退会者の報告

新入会員・退会者　　ありません

9月30日
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安芸コスモスゾンタクラブ
9 月の例会は講師 アーサービナード様を招いて、演題  そもそも『そもそも
オリンピック』というものは？という話をしていただきました。
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