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右肩上がりに増えるコロナ感染者数の情報に不安な毎日です。私達のクラブでは今まで通りの奉仕活
動をしたいので、コロナ禍での新たな資金調達の方法についていろいろ知恵を出し合っています。積
み重ねてきた自負があるのでこのような状況でも前向きに考えています。どのクラブでもきっとそう
でしょう。皆で知恵を出し合ってふんばりましょう。
フェニックス神戸ゾンタクラブと岡山ゾンタクラブを訪問いたしました。奇しくも2クラブともチ
ャーターメンバーであり大黒柱とも言う大切な会員（小島久美子様、三宅定子様）を亡くされてい
ます。 大きな悲しみの中でもお二人がなさってきた尊い道をたやしてはならないと真面目にクラブ
運営をし ていらっしゃる様子に深く感銘いたしました。
国際ゾンタの４つのプロジェクトの事、ヒトデの事、Every Member Every November District
Challenge の事など簡単な説明しかできませんでした（心は込めたつもり）が、温かく迎えていた
だいて本当に楽しいひと時でした。岡山ゾンタクラブで「Zonta says No」月間の話題になり、急
遽、2日後の姫路ゾンタクラブの例会に3名お越しになって一緒にフェミニストカウンセリング神戸
（姫路ゾンタクラブが9年前より支援している）のカウンセラーのお話を聞きました。共に学ぶ機会
を持つことが出来て新しい喜びでした。

10月13日
フェニックス神戸

国際ゾンタ 地区エリア4

11月18日
岡山ゾンタクラブ

２０２０～２０２２地区の目標の４
地区のヒトデに提出

エリアミーティング
日 時：年 月 日（土）
会 場：リーガロイヤルホテル小倉

1月

鳴門ゾンタクラブ

2月

高松ゾンタクラブ

2月or3月 徳島ゾンタクラブ

鳴門ゾンタクラブ、北九州ゾンタクラブ、フエニッ
クス神戸、ゾンタクラブ、姫路ゾンタクラブ

エリア４のヒトデに提出
鳴門ゾンタクラブ
姫路ゾンタクラブ

$'クラブ訪問予定

ヒトデ探しの応募有難うございました。

福岡ゾンタクラブ

 

各地域の公的な機関との提携を密にしてDV被害者
支援をし、その防止にむけた市民啓発運動
女性と子どもの支援「小さないのちのドア」を
併設する「マナ助産院」の経済的支援
虐待を見つけたり感じることがあったときにどう
するか「189」を広く周知させる運動

エリア4

クラブイベント(12月～2021年2月）

鳴門ゾンタクラブ

◇2021年2月16日 午後2時～3時30分 ローズデー講演会開催
DVや子ども虐待といった家族関係の問題における心理的支援をライフワークにしている
井ノ崎 敦子氏（徳島大学総合相談部門 副部門長 学校教育学博士・臨床心理士・公認心理士）を講
師に迎え開催。コロナ禍のため、鳴門ZC会員のみの講演会とし、講演会の様子を地元ケーブルテレビ
を通して県内に広く、3月8日のローズデー周辺で何回か放送していただく。講演会には鳴門市人権推
進課も参加。「女性子ども支援センター“ぱぁとなー”」について説明して頂き、広報の場とする。
家庭で視聴できることにより、講演会に出て行かれない方々にもDV防止を届けられる。

岡山ゾンタクラブ

◇令和２年12月19日（土）クリスマス会

神戸ゾンタクラブ

◇11/22

高松ゾンタクラブ

◇2021年4月4日(日) 高松ゾンタクラブ創立30周年記念式典・祝賀会
13:10～15:40「森山良子スペシャルランチ&ショー」

沖縄ゾンタクラブ

北九州ゾンタクラブ

ガレージセール

◇12/17

◇令和３年1月12日（火）新春の集い

例会＆クリスマス会

◇12月19日（土）チャリティミニバザー

◇2021年1月31日

式典11:30～12:30、祝賀会

（沖縄ハーバービューホテル）

ハートフル・2020パーティ「日野真一郎

ニューイヤーコンサート」

フェニックス神戸
ゾンタクラブ

◇「新年懇親会～小島会員を偲びつつ～」(仮称)開催予定
2021年（令和3年）3月21日（日） 神戸倶楽部にて 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(コロナ状況で再考
もあり。）

姫路ゾンタクラブ

◇2/19 英斎塾・姫路木鶏クラブ 代表三木英一氏 卓話 ◇3/未定 ローズデー
ザー(地域限定物産) ◇3/14 国際交流スプリングフェスティバル

オンラインバ

SEN姫路ゾンタクラブ

◇2021.2.21（日）13：30『ゾンタローズデー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）－』開催 （場所：パルナソスホール、入場料：500円）中学生からプロまで
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。

⚟ᒸゾンタクラブ

◇Every Member Every November 福岡ゾンタクラブ会長がキャンペーン各会員の寄付募る◇26地区啓
蒙活動 ヒトデ募集 児童虐待189啓蒙活動 11月福岡市児童虐待防止月間と連携 ◇2020年12月
YWPAと福岡ゾンタクラブの奨学金 案内を福岡市の各高校に発送、返信があった修猷館、西南、雙
葉学園から候補者を選出
◇2021年1月 木下彰子国際理事 講話 国際会議の様子などをお話いただく◇2021年3月ローズディ

新入会員・移籍会員・退会者の報告
11月30日

新入会員

高松ゾンタクラブ

宮内

退会会員

岡山ゾンタクラブ

堤
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初恵様

博子様(99歳

ご逝去)

クラブ活動報告

（10月～11月）
1 2 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
◇10/5 理事会 10/10 木下彰子前ガバナー国際委員就任祝会出席 10/18 移動 10 月例会（味扇）
◇11/2 理事会 11/12 徳島大学国際課留学生支援担当者様と電話会談（コロナの為）
◇11/15 講演会 ジェンダー平等をめざして（徳島女性協議会）参加
◇11/16 通常 11 月例会 11/23 講演会 ジェンダー平等社会へ（日本共産党）参加
◇11/29 エリア４アドボカシー各クラブ・アドボカシー委員長のオンライン会議参加
鳴門 (31 名)
会 長 兼松 和子
◇10/4 第 41 回鳴門 ZC 児童画展審査◇10/8 理事会＊新アドボカシー委員会エリア 4 担当に平野由美子会員が選
任 ◇10/10「木下彰子国際理事就任祝賀会」に１名出席、クラブからお祝い金を贈る ◇10/17 例会＊2019 年度
奨学生 浅野真史さん「アメリカ留学報告会」＊ヒトデ探しについての回答・リーダーシップ開発委員長からの依
頼等について協議◇10/30 岡澤則子ガバナーに「ヒトデ探し」について回答◇11/8 理事会◇11/15 移動
例会「会場：渭水苑（徳島市内）
」＊ゾンタ女性財団への個人寄付の申込み受付◇11/17 鳴門男女共同参画推進審
議会に１名出席◇11/29 アドボカシー委員会による Zoom 会議を開催◇コロナ禍のため児童画展を 2 期に分けて
開催。併せてクラブホームページで入賞作品を紹介◇11/27～12/2 鳴門 ZC 児童画展前期（幼・1 年・2 年）開催
岡山 (14名)
会 長 波多 豊子
◇10/6 (火) 理事会 ◇10 月 21 日（月）高島屋にてチャリティーバザー開催
◇11/4（火）理事会 ◇11 月 21 日（水）定期例会 エリア４エリアディレクター 三輪光代氏をお迎えして
神戸 (10 名)
会 長 深田 幸代
◇11/22 ガレージセール ◇12/17 例会＆クリスマス会
高松 (50 名)
会 長 松田 典子
◇10/7 臨時理事会 ◇10/12 例会（30 周年記念寄付贈呈先決定、奉仕事業について検討）◇10/27 理事会
◇11/9 例会（新入会員入会式、新会員の為のオリエンテーション、Zonta Says NO 事業について、オンラインシ
ョップの立ち上げについて、クラブ内での無人マルシェ開始）◇11/12 Zonta Says NO 事業
◇11/25 理事会
沖縄 (12 名)
会 長 神谷 空
◇10/17（土）定例会 ◇11/21（土）定例会
北九州 (23 名)
会 長 加藤 千佳
◇10/3 役員会◇10/10 木下国際理事就任祝賀会◇10/19 福岡ゾンタクラブとの合同例会卓話「国連目標 SDG’
ｓとみんなが出来ること」馬奈木俊介氏 10/28 三隅塾◇11/7 役員会 11/16 定例会◇11/27 三隅塾
フェニックス神戸 (10 名)
会 長 三田 恵美子
◇10/13（火）理事会・例会「AD 三輪光代様をお迎えして」ANA クラウンプラザホテル神戸
◇11/10（火）理事会・例会 留学生会館にて
安芸コスモス (15 名)
会 長 好永 良子
◇10/13(火) 役員会◇10/27（火）例会 卓話:広島大学ダイバーシティ研究センター教授 大池真知子様
「Body Mapping と私の研究」◇11/10(火) 役員会◇11/24（火）例会 卓話：Croquette(クロッケ)代表 黒瀬
茂子様
「DV 加害者はどんな人？」
姫路 (17 名)
会 長 西澤 美佳
◇10/７,11/10 あいめっせ登録団体連絡会出席☆10/10 木下国際理事就任祝賀会◇10/12,11/16 理事会◇10/12DV
ﾊﾟﾝﾌ姫路工業高校打合せ◇10/16zoom 研修会実施◇10/17 国際交流団体連絡会出席◇10/21SDGs 交流会参加
◇10/22 京都ⅠZC ﾊﾞｻﾞｰ参加◇10/23 東京ⅢZC 卓話参加◇10/26 ｱﾄﾞﾎﾞｶｼｰ奉仕委員会◇11/20 例会ﾌｪﾐﾆｽﾄｶｳﾝｾﾘﾝ
ｸﾞ神戸川瀬晴美氏卓話、岡山 ZC 様来訪◇11/21 あいめっせﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ参加◇11/28 国際交流 SPR ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ打合せ
出席☆11/29 ｱﾄﾞﾎﾞｶｼｰ OL 会議出席
SEN 姫路 (18 名)
会 長 大塚 節美
◇10/21 理事会・例会、サックス演奏（定延利尚氏）
◇11/21 理事会・例会、
『あいめっせフェスティバル 2020』SEN 姫路ゾンタクラブの活動をポスター展示
◇11/29 アドボカシーオンライン会議に出席
◇会員全員（18 名）が EMEN キャンペーン中に 25 ドルずつ国際財団へ寄付をしました。
福岡 (31 名)
会 長 境
貴子
◇10/2 役員会 19：00～山田屋 zoom 北九州ゾンタクラブ合同定例会及び講演会、奨学金について
◇10/19 合同定例会 18：30～アルマリアン 九州大学 馬奈木教授 講演会 SDG`s の実効性
◇11/6 役員会 19：00～山田屋 コロナ禍における女性及び女児の問題を考える
◇11/16 定例会 18：30～アルマリアン 女性エンパワーメント福岡 松崎百合子代表 講演会
 

クラブトピックス

徳島ゾンタクラブ
10月18日移動例会(味扇）

鳴門ゾンタクラブ
10/17 2019年度奨学生 浅野真史さん「アメリカ留
学報告会」有意義な学生生活を送られた様子が実感で
き、贈った奨学金が勉学のお役に立った嬉しさを感じ
た報告会でした。
11/15 移動例会 今年はコロナ禍のため徳島市内の料
亭で美味しい食事を戴きながらの例会としました。会
の後、庭を散策し記念の写真を撮り楽しみました。

岡山ゾンタクラブ
２６地区エリア4エリアディレクター三輪光代氏
をお迎えして、26地区ガバナーの2020～2022
の４つの目標を教わりました。続いて、2020～
2022 Project Description（プロジェクト）につ
いて、つまりアドボガシーの基本理念と取り組む
内容を学びました。すなわち、女性と女児のジェ
ンダー平等と女性の人権、意識を高める。取り組
み方として、地域の課題を見つけ地区目標とす
る、（ヒトデを探し海に返そう）DV,等に対応す
るカウセリングの場、ワンストップ支援センター
等の利用について学びました。

神戸ゾンタクラブ
11月22日
ガレージセール

高松ゾンタクラブ
10/12例会で、10/1の高松ZC創立30周年を祝い、ノンアル
コールで乾杯、紅白饅頭を用意した。11/12香川県と共催で
「高松ゾンタクラブ創立30周年記念Zonta Says NO事業」を
開催。香川県のパープルライトアップ（11/12～25）の初日
に高松丸亀町ドーム広場にて、コロナ対策をし、性暴力被害
者支援センター「オリーブかがわ」や国際ゾンタ奉仕プロ
ジェクトについてのポスターを地上展示。「オリーブかが
わ」リーフレットやゾンタメモ帳などを入れた袋を800部配
布した。
北九州ゾンタクラブ
11/14（土）にオンラインで実施
された第２回西南女学院大学全国
高校生英語スピーチコンテスト
（KANAME杯）に北九州ゾンタク
ラブ賞を提供し、持続可能な社会
のために身近にできることから始
めましょうと呼びかける発表をし
た高校生がこの賞を受賞されまし
た。詳細は、右記のサイトをご覧
ください。https://seinan-jo.com/
kaname-cup/
SEN姫路ゾンタクラブ
10月例会において、
地域で活躍中のサック
ス奏者／定延利尚氏に
哀愁ただよう曲や情熱
的な曲を演奏していた
だきました。楽しい
トークでも大変盛り上
がりました。『あい
めっせフェスティバル
2020』におい
て、SEN姫路ゾンタク
ラブの活動をポスター
展示で紹介しました。

フェニックス神戸ゾンタク
ラブ
10/10 木下彰子国際理事就
任祝賀会出席10/22 京都
Ⅰ ゾンタチャリテイーバ
ザー訪問 11/9 神戸市立
科学技術高等学校訪問「空
飛ぶ車イス活動」の現状を
有吉教諭に伺う 11/14
茶道奉仕の仲間と「炉開
き」としてぜんざいを賞味

沖縄ゾンタクラブ
現在、コロナ感染者が
大変多い沖縄で、互い
に配慮しながら定例会
を開催する事が精いっ
ぱいの状況です。そ
の中でも今後、どう
活動を進め、切り抜
くかを会員一同で検
討しています。

姫路ゾンタクラブ
10/8ﾁｬｲﾙﾄﾞｹﾓﾊｳｽ支援のためのﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ (第８
回)場所：白鷺ゴルフ倶楽部(ｺﾛﾅ禍の為ﾊｰﾌｺﾞﾙﾌ、表彰
式なし) 11/21男女共同参画推進センター「あい
めっせﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」場所：ｲｰｸﾞﾚひめじ 姫路ZCの活動
を写真等展示しPR活動。 11/未定ZONTA Says No
月間ﾃﾞｰﾄDV防止ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを中学校、高校に配布予定。

福岡ゾンタクラブ
10月定例会では九州大学より馬奈木教授をお迎えして「SDG`sとみん
なが出来ること」小さい一歩でも全目標に向け出来ることを進めるこ
とが大事。エンパワーメント福岡松崎百合子代表の講話 女性とこど
もヘの暴力と貧困は個人の責任ではない。ジェンダー平等子どもの権
利尊重する社会へ 女性に対する暴力根絶には、女性が男性に比べ従
属的立場に置かれることを余儀なくする社会構造の改革が必要
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