Zonta International D26

エリア通信

Area4

2021年2月1日号

No.4
国際ゾンタ２６地区
7(/ )$;

エリア 



エリアディレクター

三輪

光代

(PDLO  GDUHDGLUHFWRU#]RQWDGMS
ご
   挨
    拶
  

令和3年を迎えましたが一向にコロナ感染者数が減らない中、どのような
かたちで例会をしたらよいのか、又、今までのような活動も出来にくくてと
悩 んでいらっしゃるクラブの報告を受けて、エリア通信2月1日号をお届け
しな ければならないこと本当に心苦しく思います。
まずはお詫びとお願いから。4月10日に予定していたエリア４エリアミーテ
イングを5月9日（日）に延期しました事どうぞお許しください。予定してい
らっしゃったでしょうに申し訳ありません。新しい日程でのご参加とご協力
をお願いいたします。
苦境に落ち込んでいる時、人は「明けない夜はない。」とか「止まない雨は
ない。」とか言います。ずいぶんと朝を迎えましたし、雨も止みましたがま
だ先は見えません。いろんな事を諦めています。が、そんな時に目にした新
聞記事によりますとゴリラの研究で知られる京都大学前学長の山極寿一氏に
よれば「人間の最も重要な能力の一つは諦めないこと」「動物は出来ないと
諦めちゃう。人間はしつこい。」らしいです。私も人間。その能力を持って
いるらしいから諦めません。
コロナ禍でDV被害や貧困が増加しています。社会奉仕団体としては何とかし
なければと気持ちは焦ります。それぞれ知恵を出して出来ることからはじめ
ていきましょう。日常生活では感染収束を願って、マスク、消毒、距離を
とっての自粛生活しています。散歩も楽しんでいます。勿体ないくらい晴れ
た日、お堀に映った天守閣は本当に綺麗でした。皆様もお楽しみください。

エリアディレクター行動日誌

国際ゾンタ 地区エリア4
エリアミーティング
日 時：年 5月 9日（日）
会 場：リーガロイヤルホテル小倉

12／1 （火）
12／6 （日）
12／12（土）
12／19（土）
12／21（月）
12／26（土）
2021年
1／17 （日）
1／23 （土）
1／30 （土）
 

エリア通信第3号発行
大津ゾンタクラブクリスマス会出席
オンライン理事会
岡山ゾンタクラブクリスマスコンサート出席
エリアミーテイング打ち合わせ
（北九州ZC 於小倉）
オンライン理事会
鳴門ゾンタクラブ新年例会訪問
オンライン理事会
理事会（於京都）

中止

エリア4
鳴門ゾンタクラブ

クラブイベント(2月～5月）

◇2/16 14：00～15：30 ローズデー講演会（ケーブルテレビで放送）
講師：井ノ崎 敦子氏（徳島大学）
演題：『DV防止につなげる夫婦・恋愛関係の構築』
※コロナ禍で大規模な講演会の開催は難しいため、鳴門ゾンタクラブ会員のみ参加の講演会
とし地元ケーブルテレビを通して県内に広く放送していただく。

岡山ゾンタクラブ

◇2/17（水）ミニ講演会 『望みを叶えるために』 山根一人
◇3/17（水）ローズデー（県立図書館へ児童書を寄贈）

神戸ゾンタクラブ

◇2/18

高松ゾンタクラブ

沖縄ゾンタクラブ

北九州ゾンタクラブ

フェニックス神戸
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

例会予定◇3/18

氏

例会予定

◇高松ゾンタクラブ創立30周年記念式典・祝賀会 【2021年4月4日（日）予定】
(コロナの状況に応じ、開催をどのようにするかを2月例会で決定し、お知ら
せいたします。）
◇2/20（土）会員ミニバザー
◇1/31
◇3/27

＠沖縄ハーバービューホテル予定

ハートフル・2020パーテイ「日野真一郎 ニューイヤーコンサート」次年度に延期
ローズデイ記念講演会 講師 NPO法人ロシナンテス 理事長 川原尚行

◇「2021年交流会～小島会員を偲びつつ～」開催予定
2021年（令和3年）3月21日（日） 神戸倶楽部にて
今回の交流会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。）
◇3/未定 ローズデー オンラインバザー(地域限定物産)
◇3/14 国際交流スプリングフェスティバル
◇4/16 英斎塾・姫路木鶏クラブ 代表三木英一氏 卓話
◇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、当日券あり）
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。
◇2/15木下彰子国際理事講話
◇コロナ禍における女性及び女児の問題を考える/暴言暴力根絶に向けた取り組み推進、会員向
けLINE、FBで情報発信、2021/3/14アジア女性センター寄付金贈呈式
◇YWPA申請者の募集、福岡ゾンタ奨学金応募者募集
◇2021/3/14ゾンタローズデイイベント福岡ゾンタ奨学金贈呈式を会場とオンライン同時開催検
討中

新入会員・移籍会員・退会者の報告
1月31日

新入会員

北九州ゾンタクラブ

籠田

淳子様

退会会員

福岡ゾンタクラブ

冨岡

美穂様
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クラブ活動報告

（12月～1月）
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
◇12/7 理事会◇12/21 クリスマス会例会（写真）◇1/4 理事会◇1/17 徳島大学国際課留学生支援係へ，野地大学
長宛に留学生奨学金生１名の推薦依頼を郵送にてお願いしました
（備考）徳島市内で例会をしておりますが，徳島市在住の会員ばかりでないので１２月例会は実施しましたが１
月は休会しました。２月・３月は現状を見ながら決定したいと考えております
鳴門 (31 名)
会 長 兼松 和子
◇12/2 徳島県女性協議会理事会に出席 ◇12/8 理事会 ◇12/10 共同募金に寄付 感謝状を戴く ◇12/15 東京Ⅲ
ZC オンライン会議をアドボカシー委員長が ZOOM にて視聴 ◇12/17 例会・年末パーティー ＊クラブ会計よ
り 11/20 現在の中間決算報告＊アドボカシー委員長よりエリア 4 ズーム会議（11/29）の報告 ＊コロナ禍の為ク
ラブ内バザーを中止し各自の Xmas 寄付と輪投げで活動資金を集める＊徳島県女性協議会 40 周年記念誌への広
告掲載を決定◇1/8 理事会＊今年度の国内奉仕の一環として「コロナ禍で厳しい一人親世帯へ資金援助をする。2
月のローズデー講演会で市長に手渡す」の提案があり、コロナの広がりにより新年例会中止のため、会員にメー
ル送信で賛同を得た。 ◇1/18 干支のタオルを 2 ヶ所の老健施設に持参
岡山 (14 名)
会 長 波多 豊子
◇12/1 理事会◇12/19 クリスマス会◇1/12 理事会◇1/20 例会 新年会（新型コロナウイルスの為、開催中止）
神戸 (10 名)
会 長 深田 幸代
高松 (50 名)
会 長 松田 典子
◇12/3 臨時理事会（会員内でのマルシェについて）◇ 12/8 クリスマス例会、マルシェ開催（Zonta Says NO 事
業報告、26 地区アドボカシーオンライン会議報告、奉仕事業について）◇12/13 ガールスカウト香川県連盟「ジ
ェンダー平等スタートアップセミナー」1 名参加◇12/22 理事会◇1/12 例会（コロナの為中止。会長より、報告事
項をまとめた「文書版 2020 年度 1 月例会」を全会員に配信）◇1/26 理事会
沖縄 (12 名)
会 長 神谷 空
◇12/19 定例会、会員ミニバザー ◇1/16 定例会
北九州 (24 名)
会 長 加藤 千佳
◇12/14・1/11 役員会◇12/22(クリスマス会)・1/18(アメリア・イヤ・ハートについて学ぶ)定例会◇12/26・1/26
三隅塾
フェニックス神戸 (10 名)
会 長 三田 恵美子
◇12 月例会中止 Web で意見交換◇1/12 理事会・例会 留学生会館にて 2021 年度の国際ゾンタの活動と地区活
動（奉仕活動など）のありかたについて厳しい意見交換をした。
） 2 月の早春のロビーコンサート中止決定。
安芸コスモス (15 名)
会 長 好永 良子
◇12/8 例会 フラワーアレンジメント 講師 天野良枝様
コロナ渦、少しでも明るい気持ちになれるようにフラワーアレンジメントをしてみました。
1/26 新年会 中止
姫路 (17 名)
会 長 西澤 美佳
◇12/2 あいめっせ登録団体連絡会出席◇12/14 理事会◇12/6 大津 ZC「大人のためのチャリティーXmas パーティ
ー参加◇12/18 クリスマス例会◇1/9 理事会（ZOOM にて）◇1/15 御祈祷・新年例会
SEN 姫路 (18 名)
会 長 大塚 節美
◇12/15 東京Ⅲゾンタクラブ 設立 20 周年記念企画 ZOOM 講演会参加
◇12/16 理事会・例会
◇1/20 新年御祈祷、理事会・例会
福岡 (30 名)
会 長 境
貴子
◇12/4 役員会 19：00～山田屋 zoom 国際理事基金、アメリアイアハートについて
◇12/17 定例会 18：30～アルマリアン zoom ローズデイについて、例会開催方法
◇1/8 役員会 19：00～山田屋 zoom YWPA、福岡ゾンタ奨学金、開催方法
◇1/18 定例会 18：30～zoom 会員近況報告、住所録確認、卓話、ローズデイ

 

クラブトピックス
鳴門ゾンタクラブ
2/17の例会・年末パーティー
は、例年使っている部屋でのバ
ザーは密になるので取り止め、
各自Xmas寄付としてニコニコ
に寄付。恒例の輪投げ大会の収
益と併せて活動資金とし、コロ
ナ感染予防に留意しながら親睦
を深めました。

徳島ゾンタクラブ
12/21クリスマス会例会

沖縄ゾンタクラブ
コロナ禍であらゆる活動が
制限されるなか、感染予防
を徹底し定例会を開いてい
ます。
会員のみの集まりであるも
のの、隔月でミニバザーを
開くことに致しました。ま
た、この渦中においても見
聞を広めるべく、今後は勉
強会も検討しております。

岡山ゾンタクラブ
クリスマスコンサート２０２０―津軽三味線・
民謡弾き語りlive―
津軽三味線奏者の蛯名宇摩さんと娘さん親子を
お迎えし、美味しいクリスマスランチを頂きな
がら日頃、聞くことのない津軽三味線の貴重な
生演奏を堪能致しました。シクラメンの鉢、お
菓子等、素敵なクリスマスプレゼントも全員頂
きました。もちろんコロナ対策もきちんとしま
した。

高松ゾンタクラブ
12月クリスマス例会では、コロナ禍の最中でしたが、美し
いデコレーションやBGM,素敵な景品を揃えたビンゴゲー
ム、色とりどりの手作り品も並んだマルシェ等で、心温まる
和やかなひと時を楽しむことが出来ました。
高松ゾンタクラブオンラインショップの開設（2020年
12/23～2021年5/31）のご案内を全クラブに配信しまし
た。

安芸コスモスゾンタクラブ
１２月例会、コロナ禍、少
しでも明るい気持ちになれ
るようにフラワーアレンジ
メントをしてみました。

SEN姫路ゾンタクラブ
1月理事会・例会の前
に、ホテル日航姫路
神殿において播磨国
総社宮司にお越しい
ただき新年のご祈祷
をしていただきまし
た。クラブの発展と
会員の除災招福を祈
りました。

フェニックス神戸ゾンタクラブ
12/23 小島会員の1周忌を前に
献花
1/9
茶道奉仕の仲間と茶話会

北九州ゾンタクラブ
九州工業大学の学生3名に奨励金
贈呈決定
工学府 博士前期課程１年
カラシュ ディキシット
（Mr Kalash DIXIT ）様
生命体工学研究科 博士前期課程
２年シャルマ シュバム
（Mr SHARMA Shubham）様
工学府 博士前期課程２年
ジョ メイ
（Mr XU Ming ）様

姫路ゾンタクラブ
12/22 水族館水槽サポーター寄付☆12/22 チャ
イルドケモハウスドネーションクリスマスプロ
ジェクト参加☆1/19はりまキッズランド助成金贈
呈☆1/19姫路動物園サポーター寄付

福岡ゾンタクラブ
国際理事基金について
今後の例会運営は緊急事態宣言解除までzoom会議
YWPA奨学金応募者あり、検討している
福岡ゾンタ奨学金制度発足、ローズデイにて贈呈式開催
2021/1/11会長より、アメリアイアハートデイに関する情報ついて
福岡ゾンタLINEに掲載
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