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  ご     挨      拶   

コロナ禍での二度目の春を迎えました。多くの人にとって四月は新しい旅立ちの時です。私も新たな期待
をもってエリアミーティングの準備をしています。担当クラブの北九州ゾンタクラブ様の熱意でホテル側
も大いに協力的でコロナ感染防止対策を徹底して多くの皆様のご参加をお待ちしています。
今回のエリアミーティングは国際ゾンタについて深く知る絶好の機会です。ゾンタのプロジェクトをよく
知って世界の女性と女児の為に私達が出来ることを考え実行していきましょう。
2月9日、高松ゾンタクラブを訪問しました。会員数50名、4月4日に創立30周年をお迎えになるクラブの訪
問は楽しみでもあり緊張して臨みましたが、皆様に暖かく迎えていただいて有意義なひとときでした。例
会は教室スタイルで審議時にはスタンドマイクの前で意見を発表とミニ地区大会の感じ。例会前のマルシ
エでも多くの収益があるとか、会員数の多いクラブの力強さですね。皆様のゾンタに対する愛情とたゆま
ぬ努力の賜物です。地元での数々の奉仕活動で大いなる信頼を得ていらっしゃることがよくわかりまし
た。たくさんの事を学ばせていただきました。有難うございました！

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5月9 日（日）

会　場：リーガロイヤルホテル小倉

エリアディレクター行動日誌
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高松ZC　例会風景 高松ZC　マルシェ

3月20日(土)沖縄ゾンタクラブ　30周年
4月4日 (日)高松ゾンタクラブ　30周年

祝　おめでとうございます！

2/5、2/20、3/7、3/23 

2/9

2/20、3/28

2/21

3/15

3/17、3/19

オンライン理事会

高松ゾンタクラブ訪問

エリアミーティング打ち合わせ
（北九州ZC　於小倉）

SEN姫路ゾンタクラブ
ローズデーコンサート

エリアミーティング打ち合わせ
（フェニックス神戸ZC　於神戸）

ライン理事会



エリア4　クラブイベント　(4月～9月）

岡山ゾンタクラブ 

 福岡ゾンタクラブ

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

姫路ゾンタクラブ
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新入会員・移籍会員・退会者の報告

退会会員

3月31日

◇5/9

表　　　彰

式　典　11：30～12：30
懇親会　12：50～14：00
於　JRホテルクレメント高松　３F飛天の間

フェニックス神戸
ゾンタクラブ

JMK奨学金　地区賞受賞
（当クラブ推薦：関西外国語大学　福山佑佳さん）

安芸コスモスゾンタクラブ 澤野　道子様（ご逝去）

◇5/9 エリア４エリアミーティング（北九州開催）

真夏のロビーコンサート中止

◇4/17（土）定例会、会員ミニバザー

◇3/27　ローズデイ記念講演会　講師　川原尚行

◇8月
◇9月頃　2021年フｴニックス神戸ゾンタクラブ交流会並びに偲ぶ会　開催予定

◇4/16　英斎塾・姫路木鶏倶楽部　代表三木英一氏卓話
エリア４エリアミーティング参加(リーガロイヤル小倉)移動例会

◇4/19　アジア女性センターからの活動報告会　◇YWPA申請者の募集

◇お月見会（9月）　ゾンタバザー（11月）天満屋

◇4/4(日) 高松ゾンタクラブ創立30周年記念式典・懇親会

SEN姫路ゾンタクラブ

SOS子どもの村より　感謝状授与福岡ゾンタクラブ

福岡ゾンタクラブ 箕浦　雅子様

akane
ハイライト表示

akane
ハイライト表示

akane
ハイライト表示

akane
ハイライト表示

akane
ハイライト表示

akane
ハイライト表示

akane
ハイライト表示

akane
ハイライト表示



徳島 (15名) 会 長 福島 吉美 

◇2/ 1 理事会 ◇2/ 5 徳島県女性協議会理事会 ◇3/ 1 理事会 ◇3/15 ３月例会

鳴門 (31名) 会 長 兼松 和子 

◇2/8 理事会 ◇2/12 四国大学を訪問（会長他 3 名）ゴールデン Z クラブ顧問教授交代で挨拶◇2/16 例会＊次期

会長（芝野秀美会員）を発表＊14：00よりローズデー講演会を開催。地元及び県下提携ケーブルテレビで放送◇

3/8理事会◇3/14例会＊国際ゾンタ国連委員会について勉強（卓話：和田津地区国連委員長）＊11/29実施のオン

ライン会議報告（エリア 4平野アドボカシー委員長）＊午後大塚道子会員宅のお庭にて椿を愛でる会を楽しむ（コ

ロナ対策万全に）◇3/19鳴門市立図書館へ“イベント用立て看板”寄贈の贈呈式（8名出席)

岡山 (14名) 会 長 波多 豊子 

◇講演会で「アンガーマネージメント」という講座を受けた。新しい生活様式を取り入れ、新型コロナウ

イルスと戦っている私たちに心の葛藤は、誰しもある。怒りで後悔しない人間関係をつくるには、人は変

えられないので、自分が変わる。怒りの連鎖を「笑顔」の連鎖にしようと、一人ひとりに響く、多様な人

生哲学を学びました。講師は、中村 恵美氏 ＊３月８日の国際ローズデーにちなみ、岡山県立図書館へ

児童図書３６冊、（１０万円相当）を寄付、読書活動を推奨しました。

神戸 (10名) 会 長 深田 幸代 

◇2月 例会中止 ◇3/18 例会

高松 (50名) 会 長 松田 典子 

◇2/9 例会（三輪 ADをお迎えして。卓話「2020～2022国際ゾンタ 4つのプロジェクトについて」）

◇2/25 理事会（会報について検討。30周年記念行事について。）

◇3/11 夜間例会（30 周年記念行事について。奉仕事業マルシェの収支報告。エリアミーティング案内）

◇3/23 高松大学 GZクラブ小玉会長の卒業式に祝電。

◇3/23 理事会（次年度予算案、事業報告案、次年度事業計画案の審議。）

沖縄 (12名) 会 長 神谷 空 

◇2/20 定例会@沖縄ハーバービューホテル ◇3/20 沖縄ゾンタクラブ 30周年祝賀会

北九州 (24名) 会 長 加藤 千佳 

◇2/6・3/6役員会 ◇2/15・3/15 定例会 ◇2/26・3/29 三隅塾

フェニックス神戸 (10名) 会 長 三田 惠美子 

◇2/16 2月例会 兵庫国際交流会会館（茶道奉仕の今後について協議）◇2/13 姫茶話会（茶道奉仕の仲間と）

◇3/30 3月例会・卓話（ローズデイ関連行事） ANAクラウンプラザホテル神戸◇3/13 姫茶話会「ひな祭り」

◇3/7 大阪Ⅱゾンタクラブ イベント行事「こども虐待の見方と支援」芦屋会場参加

安芸コスモス (14名) 会 長 好永 良子 

◇2/9 役員会◇2/23 例会 卓話 講師 平松敦子様「今、こども食堂は？」◇3/7 大阪Ⅱゾンタクラブイベント

vol.26 参加 ◇3/9役員会◇3/23例会 卓話     広島被害者支援センターの代表相談員の田邊美枝様

姫路 (17名) 会 長 西澤 美佳 

◇2/3 Zoom 臨時理事会◇2/15 理事会◇2/19 例会三輪光代 AD によるお話～国際ゾンタの 4 つのプロジェクトに

ついて～◇2/21SEN 姫路ゾンタクラブチャリティーコンサート参加◇２/27 ローズデーオンラインバザー準備◇

3/1 ローズデーオンラインバザー開始◇3/4 Zoom 臨時理事会◇3/7 国連国際女性デーオンラインチャリテイート

ークイベント参加◇3/13 Zoom 理事会◇3/14 国際交流スプリング FS◇3/16 あいっめっせ登録団体連絡会出席◇

3/19例会◇3/27オンラインバザー発送作業

SEN姫路 (18名) 会 長 大塚 節美 

◇2./21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 ◇2./21

理事会・例会 ◇3/16 あいめっせ登録団体連絡会出席 ◇3/17 理事会・例会、JMK 奨学金地区賞受賞表彰式、

兵庫県立大学ゴールデン Z クラブ『ラオスの子供たちのために』オンラインスタディツアー報告、ピアニスト西

田雪佳さんミニコンサート

福岡 (29名) 会 長 境  貴子 

◇2/5役員会 19：00～ ローズデイ YWPAについて、福岡ゾンタ 5周年について

◇2/15 定例会 18：30～山田屋 zoom ローズデイ YWPA、木下国際理事卓話

◇3/5役員会 19：00～山田屋 zoom  YWPA、福岡ゾンタ奨学金開催方法

◇3/14定例会 14：00～山田屋 zoom 福岡ゾンタ奨学金贈呈式、今後の活動予定

クラブ活動報告 （2月～3月）

4 月 1 日現在 エリア 4 会員数 2 4 4名 



クラブトピックス

-4-

鳴門ゾンタクラブ  
2月16日 ローズデー講演会を鳴門市後援で開
催。コロナ対策の為、広い会場で会員のみの
参加とした。講演内容は3月7日付徳島新聞に
掲載。翌8日・9日に、ケーブルテレビで放送
する事も案内していただいた。地元メディア
とケーブルテレビの協力で、クラブの“ローズ
デー活動”を広く知っていただく契機となっ
た。講演に先立ちコロナ禍で厳しい状況にあ
る女性やひとり親家庭の子ども支援に活用し
ていただくための寄付金20万円とマスク
2,000枚を鳴門市に寄贈。泉市長よりお礼の
ご挨拶をいただいた。

高松ゾンタクラブ  
2月例会には厳しい時期にもかかわらず、
三輪ADにお出まし頂きました。世界中が
コロナで大変な今こそ、苦しんでいる女
性や子供たちへの支援が大切と熱心にお
話下さいました。また30年の歴史を積み
重ね、50人の会員を維持している高松ZC
の素晴らしいところを知りたいとのお尋
ねに応え、４名の会員に想いを語っても

らいました。三輪ADのお優しいお人柄に
触れ、和やかな例会になりましたことに
深く感謝申し上げます。

沖縄ゾンタクラブ
沖縄ゾンタクラブは今年3月で30周年を
迎えました。よって3月20日（土）に沖
縄ハーバービューホテルにて祝賀会を開
催致しました。コロナ禍のなか、沖縄メ
ンバーとゲスト含め総勢16名が集ま
り、岡澤ガバナー、三輪ADより頂いた
メッセージと共に、ささやかながらお祝
いさせて頂きました。ここまで歩んで来
られたのも、全国のゾンシャンのお陰だ
と思います。今後とも沖縄ゾンタクラブ
を宜しくお願い致します。

北九州ゾンタクラブ
３月１９日西南女学院大学卒
業式で、西南女学院大学GZ
クラブ会長代田有咲さんが成
績優秀及びGZでの活動が認
められて、学長賞を受賞いた
しました。

フェニックス神戸ゾンタクラブ
◇ 3/30空飛ぶ車いす研究
会の活動報告「女性と女児
の人権を守る視点で取り組
んでいること」　
有吉直文先生

SEN姫路ゾンタクラブ

◇第7回ステラ・ケ・ブリラ（輝く
星）コンサートを開催しました。青
少年育成ステージ、コラボ・セッ
ションステージ、ザ・クラシックス
テージの3部構成で、数々のコン
クールで受賞してきた小・中学生か
ら海外での活動経験のあるプロの
音楽家が観客を魅了しました。
◇3/17岡澤則子ガバナー、松本美
智子JMK 奨学金委員長にご臨席い
ただき、JMK奨学金地区賞受賞者
福山佑佳さんの表彰式を行いまし
た。

福岡ゾンタクラブ
ローズデイの開催審査により選ばれた8名の中高生
の社会貢献活動を表彰し奨学金贈呈式を開催SOS子
どもの村、アジア女性センター、エンパワーメント
福岡へ寄附金贈呈式の開催　今後の例会運営は
zoom会議とリアルのハイブリッドYWPA奨学金応
募者あり、引き続き検討している

徳島ゾンタクラブ
3/15 徳島大学留学生への生活用品支援
徳島大学留学生 揚麗媛さんへ奨学金授与

岡山ゾンタクラブ
３月17日（水）、岡山県立図書館
に児童書を寄贈した。SDGS 、感染
症、eスポーツ等、現代にマッチし
た内容で、児童用の図書を36冊寄
贈。図書は、夢を育み創造力を 得
、問題解決能力を身に付ける上 で
大きな力をもつ。寄贈は、平成 20
年から継続。貸出冊数日本一の 図
書館へ微力ながら貢献。3月18 日
「山陽新聞」に載る

姫路ゾンタクラブ
◇2/15GoGreenCube(使用済みカイ
ロの活用により水質・水環境の改
善)各ゴルフ場にカイロ回収BOX設
置お願い。(青山、旭国際、龍野ク
ラシック、白鷺、播州東洋、オー
セント、加西)◇3/1ローズデーオ
ンラインバザー開始◇3/14国際交
流スプリングフェスティバル場
所：イーグレひめじ姫路ZCの活動
を写真等展示しPR活動。
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