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コロナ禍で迎える2度目の梅雨の季節となりました。どうか恵の雨となりま
すように、避難勧告など出ませんように、と祈る思いで気象情報を見てい
ます。そんな中でも黄色い薔薇は綺麗に咲いています。
第13回エリアミーティングについては北九州ゾンタクラブの皆様は本当に
よく準備してくださって感謝しかありません。残念ながら対面での会合は
中止となりましたが、WEBマスターの辻野紀子様のご指導で動画作成し、
報告書とともに配布することとなりました。
5月9日（日）それぞれの場所からオンラインで、プログラムの順にエリア
４のテーマ～女性と女児 誰ひとり取り残さないように私たちに出来るこ
とを～にそって撮影いたしました。辻野様の優しく的確な誘導で、ちょこ
ちょこ撮り直しをしつつスムーズにすますことが出来ました。
（私は緊張しています）
エリア4のヒトデ探しに提出して下さった3クラブの発表をよくご覧くださ
い。後程クラブにアンケートをお出しいたします。どうぞご協力お願いい
たします。
今期のエリア通信はこれが最後です。会長様たちは期日を守って報告書を
提出してくださいました。有難うございました。気持ちも新たに、さらに
充実したゾンタ活動を、そしてエリアにゾンタの愛と理念が広がっていき
ますようにみんなで頑張りましょう。

エリアディレクター行動日誌
4／４ （日）
4／１３（火）
4／１８（日）
4／２１（水）
5／６ （木）
5／９ （日）
5／１７（月）
5／２２（土）

光代

高松ZC30周年祝賀会参加（高松）
オンライン理事会
エリアミーティング打ち合わせ (小倉）
オンライン理事会
オンライン理事会
エリア４ エリアミーティング動画撮影
エリアディレクターオンライン会
オンライン理事会

 

エリア4
岡山ゾンタクラブ

北九州ゾンタクラブ
フェニックス神戸
ゾンタクラブ

クラブイベント (6月～11月）

◇6月 研修会 講師「角田みどり」氏 教育、子育て、を中心に「みどり先生の教育なんで
も相談」また、SDGs、ジェンダー平等等、盛り込んでの講話としていただく。◇７月 GZ
クラブを迎えて
◇９月 お月見会 ◇11月 チャリティバザー
◇30周年記念式典及びハートフルパーティいずれも日時未定
◇10/31（日）11時「フｴニックス神戸

～小島会員を偲びつつ～

チャイケモウォークオンライン

姫路ゾンタクラブ

◇6/12

福岡ᒸ
⚟
ゾンタクラブ

◇6月総会

◇YWPA申請者の募集

◇福岡ゾンタクラブ基金の設立

表
高松ゾンタクラブ

北九州ゾンタクラブ
福岡ゾンタクラブ

2021年交流会」神戸倶楽部にて

彰

2/14 石丸製麺株式会社(石丸祥子会員)が「素敵にたかまつ女性活躍推進企業」に認定
された。
4/4 30周年記念事業寄付（さぬきこどもの国東屋）に対し、浜田香川県知事より感
謝状を頂く。
2021年春の叙勲で、倉田眉貴子会員が教育功労により瑞宝小綬章を受章した。三木
冨久子会員が創立より30年間例会無欠席であり、その偉業にクラブより感謝の意を込
めて表彰。
北九州ゾンタクラブ賞 授与
国立大学法人九州工業大学工学府
SOS子どもの村より

博士前記課程２年ジョ

メイ（Ms.XUMing）氏

感謝状授与

新入会員・移籍会員・退会者の報告
5月31日

入会会員

フェニックス神戸
ゾンタクラブ
SEN姫路ゾンタクラブ

退会会員

岡部 淳史様

濱田 増美様

有吉 直史様

高見 章人様

神戸ゾンタクラブ

佐原 有紀様

高松ゾンタクラブ

市原 弥恵子様

沖縄ゾンタクラブ

上原 明子様

山里 江里子様

北九州ゾンタクラブ

フェニックス神戸ゾンタクラブ

原 美知江様

岡部 ゆり子様

姫路ゾンタクラブ

塚本 里江様

SEN姫路ゾンタクラブ

村上 義夫様

福岡ゾンタクラブ

熊本 真優子様

大林 カスミ様
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中 美津代様
丸山 政子様

クラブ活動報告

（4月～5月）

6 月 1 日現在 エリア 4 会員数 2 3 6 名

徳島 (15 名)
会 長 福島 吉美
◇4/4 高松ゾンタクラブ 30 周年祝会 8 名参加◇4/5 理事会◇5/3 理事会◇5/10 国際会費振込 15 名
◇4 月 5 月例会休会
鳴門 (31 名)
会 長 兼松 和子
◇4/4 高松ゾンタクラブ 30 周年記念祝賀会に 13 名出席 ◇4/15 理事会・例会合同開催＊国際役員・理事への支
援基金について協議＊ヒトデプロジェクトへの個人寄付を募る＊奉仕基金調査への回答を承認・提出＊次期委員
会編成について協議＊期末決算（4/30）の準備 ◇5/4 総会準備（新旧 会長、副会長、会計、書記）
＊AM オンライン収録の準備
◇5/9 エリア 4 第 13 回 AM ワークショップ 1 発表 オンライン収録
◇5/17 WEB 総会開催➡5/23 までに定足数を満たす回答があり総会は成立し、賛成多数で審議事項は承認され
た ◇5/31 徳島県女性協議会理事会に出席
岡山 (14 名)
会 長 波多 豊子
◇4 月 5 月コロナウィルス予防対策の為、十分な活動が出来ませんでした。◇4/6 理事会令和 3 年度総会資料作
成の為の会議を持つ◇4/20 日本料理「柳川はむら」にて延期になっていた「新年会」を開催
◇5/11 理事会（令和 3 年度総会資料の作成、ほぼ完了）
神戸 (9 名)
会 長 深田 幸代
◇4 月 5 月 緊急事態宣言が発令された為例会は中止しました
高松 (47 名)
会 長 松田 典子
◇4/4 創立 30 周年記念式典。4/10 ミッタ審議ヒトデプロジェクトへのクラブ寄付決定。13 名個人寄付。
◇4/11 さぬきこどもの国東屋披露式。◇4/12 4 月例会中止。◇4/13「文書版 4 月例会」配信。◇4/14 総会資料
になる一般・奉仕会計予算案と事業報告・計画案をミッタ配信。◇4/27 理事会。総会資料作成。
◇5/12 例会中止。総会は 6 月例会(6/9)の前に延期。
「文書版 5 月例会」配信。
◇5/13 2021 年度役員（案）承認される。◇5/23 ひとり親パートナーズ活動報告会（会長参加）
沖縄 (10 名)
会 長 神谷 空
◇沖縄も再びコロナ感染者が急増しています。全都道府県人口あたりの新規感染者数がワーストとなる日も多々
あるほどです。よって、4 月と 5 月は定例会を休会と致しました。月に一度の集まりを楽しみにしているなか、
苦渋の決断を余儀なくされましたが、やはり命が一番大切です。新年度となる 6 月には何とか定例会を開けるよ
う考えております。
北九州 (23 名)
会 長 加藤 千佳
◇4/3・5/1 役員会◇4/19・5/17 定例会◇4/28・5/28 三隅塾◇5/9 エリア４エリアミーテイングワークショ
ップ１動画収録 加藤・河邊◇5/13 30 周年記念ハートフル・パーティー第 1 回実行委員会
◇5/19 エリアミーテイングワークショップ２ 動画収録 木下国際理事
フェニックス神戸 (11 名)
会 長 中道 典子
◇4 月例会（4 月 12 日）
、5 月例会（5 月 11 日）とも中止（コロナ感染防止による、例会場閉鎖のため）◇5 月 13
日（木）
「風だより 16 号」編集会議開催◇5 月 15 日（土）「性暴力被害者支援センター・ひょうご」総会出席
安芸コスモス (14 名)
会 長 好永 良子
◇4/27 例会 2020 年度の寄付先贈呈式と寄付先活動報告◇広島いのちの電話様、npo 法人ふぁみりぃ様
◇5/11 役員会
姫路 (16 名)
会 長 西澤 美佳
◇4/12 理事会 ◇4/12 GoGreen 物流センターへ回収した使い捨てカイロを搬送 ◇4/16 例会 英斎塾・姫
路木鶏倶楽部 代表三木英一市卓話 ◇5/9 オンラインエリアミーティングの撮影 ◇5/17 理事会 ◇5/17
第 15 期第一回準備理事会 ◇5/21 例会中止 ◇5/27 あいっめっせ登録団体連絡会出席
SEN 姫路 (18 名)
会 長 大塚 節美
◇4/21 理事会・例会 ◇5/19 理事会・総会(新型コロナ拡大防止のため中止）
◇5/27 あいめっせ登録団体連絡会出席
福岡 (28 名)
会 長 境
貴子
◇役員会：4 月 2 日（金）19：00～奨学金制度の今後と資金作り 寄付先からの活動報告
◇定例会：4 月 19 日（月）18：30 山田屋 zoom アジア女性センター報告 YWPA 会報誌
◇役員会：5 月 7 日（金）19：00 山田屋 zoom エリアミーティングプレゼン 総会について
◇定例会：5 月 17 日（月）18：30 山田屋 zoom 社会福祉協議会に申請 福岡ゾンタ基金

クラブトピックス
徳島ゾンタクラブ
新年度より例会会場が変わります。

岡山ゾンタクラブ
日本料理「柳川はむら」にて延期に
なっていた「新年会」をもち、今年
1年の会員の健康、コロナ収束、岡
山ゾンタクラブの発展を祈りまし
た。

高松ゾンタクラブ
4/4「高松ゾンタクラブ創立30周年記念式典」にて寄付
目録贈呈式を行いました。（さぬきこどもの国へ東屋、
県立盲学校へ楽器、ゾンタ女性財団へ7,000ドルなど）
岡澤ガバナー、三輪AD、隣県の徳島ZC、鳴門ZC（SOM
クラブ）にご出席頂き、心より感謝申し上げます。
4/11爽やかな晴天のもと、さぬきこどもの国にて寄贈し
た東屋の披露式が行われ16名が出席。近くで遊ぶ子ども
たちも参加してくれました。暑い季節に憩いの場として
きっと皆様に喜んで頂けることでしょう。
安芸コスモスゾンタクラブ

フェニックス神戸ゾンタクラブ

2020年度の寄付先贈呈式を行う
ことができました

3月30日（火）ANAクラウンプラ
ザホテル神戸にて勉強会 （写真
添付）テーマ 空飛ぶ車イス研究
会における国際交流活動
2021～2022年度新会長中道典子
就任202１年度 新会員3名入会

姫路ゾンタクラブ

◇各ゴルフ場(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)に回収BOX設
置お願いしていた使い捨てカイロ
をGoGreenCube(使用済みカイロ
の活用により水質・水環境の改
善)へ搬送。

福岡ゾンタクラブ
福岡ゾンタクラブ「ローズデイ奨学金贈呈
式」を西日本新聞社他メディアが掲載
アジア女性センター報告会 本多須美子様
「女性であること、マイノリティーである
こと」
エリアミーティングにて クラブの紹介
ヒトデプロジェクト発表
福岡ゾンタクラブ基金の設立
福岡市社会福祉協議会奉仕銀行寄附金助成
事業への申請
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