Zonta International D26

エリア通信

Area4

2021年8月1日号

No.7

国際ゾンタ２６地区 エリア 4 エリアディレクター
7(/ )$;



三輪

光代

(PDLO  GDUHDGLUHFWRU#]RQWDGMS
ご
 挨 拶

異例の状況下、東京五輪が開催されています。なにはともあれオリンピックは平和
の祭典であってほしいと願わずにはいられません。
猛暑の日々、皆様いかがお過ごしでしょうか。お見舞い申し上げます。
エリアミーティングの動画をご覧になったでしょうか。エリアのヒトデ探しを発表
して下さった鳴門ゾンタクラブ、姫路ゾンタクラブ、福岡ゾンタクラブの皆様には
心から感謝しています。次の２つの目的①エリアのヒトデ探しに興味をもってもら
う②新しいヒトデ探しの為、クラブにアンケートをお願いしています。クラブで考
えてのお返事を待っています。
7月12日に姫路ゾンタクラブがヒトデ探しに提案したマナ助産院を訪問いたしまし
た。オンラインバザーでの収益金と「日本のゾンタはあなたを応援しています」と
の岡澤則子ガバナーのメッセ―ジつきヒトデピロジェクトグッズ（歯ブラシ、マス
クとゾンタリーフレット）を持参いたしました。永原郁子院長の取り組みには本当
に頭が下がります。末永く応援しなければと思うと同時に原因となっている事実の
解決にも力を入れなければと痛感いたしました。永原院長はゾンタの存在と活動に
大いに興味をもってくださいました。
クラブ報告での各クラブの奉仕活動は素晴らしいです。会員皆様の知恵と努力に敬
意を表します。
エリアにゾンタの愛と理念が広がっていくといいですね。

エリアディレクター行動日誌

6／１ （火）
6／１２（土）
6／２０（日）
6／２７（日）
6／２９（火）
7／１３（火）
7／２５（日）
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オンライン理事会
エリアディレクターライン会議
オンライン理事会
26地区理事会、役員会
於 琵琶湖ホテル
エリアディレクターライン会議
オンライン理事会

 

エリア4

クラブイベント (8月～1月）

鳴門ゾンタクラブ

11/26(金)～11/28(日)
3階

岡山ゾンタクラブ

コロナの為、活動を自粛。7/6 理事会
6月
7月21日（水）研修会「どうなっているの日本の男女平等」
SDGs NO 5 講師 角田みどり氏 総会
8月
奉仕活動 ヒトデプロジェクト参加でフードバンク、子供食堂へ
お月見 10月 バザー準備 11月 バザー
9月

沖縄ゾンタクラブ

9月18日（土）ミニバザー（定例会後、会員間のみによるバザー）

北九州ゾンタクラブ

30周年記念式典及びハートフルパーテイいずれも日時未定

フェニックス神戸ゾ
ンタクラブ

10月31日（日）11時

姫路ゾンタクラブ

10月6日（水）チャイルド・ケモ・ハウス チャリティーゴルフコンペ

福岡ᒸ
⚟
ゾンタクラブ

寄付先からの活動報告会
福岡ゾンタクラブ奨学金プロジェクト
福岡ゾンタクラブ基金の設立

第42回鳴門ゾンタクラブ児童画展開催

「フｴニックス神戸

2021年交流会」

会場：鳴門市立図書館

神戸倶楽部にて

～小島会員を偲びつつ～

表
フェニックス神戸ゾンタクラブ

彰

2021 Add Your Voice Membership Campaignにおいて30位以
内、small size クラブの6位以内にはいったとシャロン国際会長より感謝
のメッセージが送られてきた。

新入会員・移籍会員・退会者の報告
7月31日

入会会員

退会会員

岡山ゾンタクラブ 本多 謹子様
沖縄ゾンタクラブ

金城 隆子様

神戸ゾンタクラブ

高津 久美子様

SEN姫路ゾンタクラブ
福岡ゾンタクラブ

島田 まり子様

中村クミ様 河村 勝美様 三浦千登勢様
中丸三千繪様 鎌田邦子様 (6月)
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淺野 守様（5月)

クラブ活動報告

（6月～7月）

8 月 1 日現在 エリア 4 会員数 2 3 0 名

徳島 (15 名)
会 長 福島 吉美
◇6/7 理事会 ◇6/13 徳島県女性協議会総会出席 ◇6/21 6 月例会・総会 場所：ホテル千秋閣（徳島県市町村
職員共済組合保養施設）
（6 月から 53 年間会場としていたホテルがコロナ患者に対するホテルとなりましたので
会場を変更しました）◇7/5 理事会 ◇7/19 7 月例会 ◇7/25 徳島県女性協議会主催映画会担当(ローマの休日)
鳴門 (31 名)
会 長 芝野 秀美
◇6/7 理事会 ◇6/17 例会 ＊新旧会長交代式 ＊第 42 回鳴門ゾンタクラブ児童画展について展示会場・審査員・
展示スケジュールを決定。児童数の減少に伴う学校再編の為応募資格の見直しを行った
◇6/23 児童画展後援先等に挨拶回り◇7/8 理事会 ◇7/17 例会 ＊卓話 鳴門市長 泉理彦氏「市政の取組みについ
て…ネウボラや SDGs と関連して」 ＊9 月の徳島ＺＣとの合同例会について協議
岡山 (15 名)
会 長 波多 豊子
◇7/6 理事会 ◇7/21 研修会、総会をもつ。 講師は角田みどり氏。演題「どうなっているの、日本の男女平
等」SDGｓ NO.5 ◇7 月 8 月
奉仕活動をする。ヒトデプロジェクトに参加して、フードバンク。
子供食堂へ寄贈する。
（歯ブラシ、マスクセット）
神戸 (8 名)
会 長 深田 幸代
◇7/15 例会 ◇8/4 第 41 回定期総会
高松 (47 名)
会 長 前田 敬子
◇6/9 総会 ５月総会延期のため（前年度決算報告・監査報告、今年度事業計画、今年度一般会計・奉仕会計予
算案承認）◇6/9 例会（新委員会）◇6/29 理事会 ◇7/12 例会（クラブ会員名簿発行）◇7/27 理事会
沖縄 (11 名)
会 長 神谷 空
◇6/26 定例会 @沖縄ハーバービューホテル 茶話会「内面から美しくあるために」
◇7/17 定例会 @沖縄ハーバービューホテル ミニバザー
北九州 (23 名)
会 長 加藤 千佳
◇6/5・7/3 役員会 ◇6/21 総会 ◇6/21・7/19 定例会 ◇6/28・7/28 三隅塾 ◇7/2 国連ウイメン日本協会
北九州バザー準備 手伝い（会長）◇7/27 国連ウイメン日本協会北九州役員会（会長）
フェニックス神戸 (11 名)
会 長 中道 典子
◇6/22 例会 兵庫国際交流会館 新会員加入によるクラブ内組織の見直しと役割分担の確認、風だより送付作業
◇7/13 例会 兵庫国際交流会館 第 24 期総会と今後の活動方針協議 クラブ内規約改正の取組みと賛助会員へ
再アピール 24 期総会と対面例会開催の実現に会員一同感謝
安芸コスモス (14 名)
会 長 好永 良子
◇6/8 役員会（オンライン）◇6/8 例会（総会）◇6/27 被爆電車に乗って１９４５年を語る 後援
◇7/13 役員会（オンライン）◇7/27 例会 卓話 平木久惠様「本の売れない時代に本を出す？！」
◇7/31 平和の灯のつどい参加予定者
姫路 (16 名)
会 長 駒田 かすみ
◇6/4 臨時準備理事会 ◇6/10 理事会 ◇6/12 オンライン・チャイケモウォーク参加 ◇6/18 例会及び委員会
◇6/28 あいめっせ登録団体連絡会参加 ◇7/12 マナ助産院『小さないのちのドア』へヒトデプロジェクト及び
支援金寄贈訪問・理事会 ◇7/16 例会 ◇7/28 あいめっせ登録団体連絡会
SEN 姫路 (17 名)
会 長 大塚 節美
◇6/16 理事会・総会・例会 ◇6/26 兵庫県立歴史博物館ロビーコンサート協力 ◇6/28 あいめっせ登録団体連絡
会出席 ◇7/21 理事会・例会、兵庫県立大学ゴールデン Z クラブへ活動協賛金贈呈、ヴァイオリンミニコンサー
ト・卓話 ◇7/27 あいめっせ登録団体連絡会出席 ◇姫路市立動物園、姫路市立水族館へサポーター協力
福岡 (22 名)
会 長 境
貴子
◇6/4 役員会 zoom 会議 臨時理事会 事務局変更 事業計画 ◇6/19 定例会 警固神社 総会 例会福岡ゾン
タ奨学金、基金について ◇7/2 役員会 警固神社
福岡ゾンタクラブ基金 ◇7/19 定例会 警固神社 福
岡ゾンタ基金 卓話の候補者 会報誌
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クラブトピックス
岡山ゾンタクラブ
コロナの為、延期になっていた総会
と、研修会を持ちました。ＳＤＧｓ
の研修は、これからも必要なので研
修を積みます。

鳴門ゾンタクラブ
6月17日 コロナ禍で5月開催予定
の総会がWEBでの総会になったの
で、会長交代式を6月例会で行い
ました。芝野会長より兼松前会長
に感謝の気持ちを込めてゾンタの
黄色い薔薇が贈呈されました。

高松ゾンタクラブ
三木冨久子さん表彰
30年間例会完全出席
の偉業をたたえ表彰

沖縄ゾンタクラブ
沖縄ゾンタクラブは緊急事態宣言が続くなか、感染予防を徹底し、会員のみでの小さな催しを開けるよう
心掛けています。会員全員がコロナワクチン接種を済ませましたが、今後も油断せず、活動を検討して参
りたいと思います。
フェニックス神戸ゾンタクラブ

北九州ゾンタクラブ
ヒトデプロジェクト
子ども食堂 食育「五つの
力・代表新延節子」地区より直接
お届けいただきました。特定非営
利活動法人あそびとまなび研究所
「こども食堂あーぶくたった」
7月30日持参

姫路ゾンタクラブ
7月12日に、神戸市にあるマナ助産院の『小さないのちのドア』及
びそこに併設されているマタニティホームを訪問し、ヒトデプロ
ジェクトとしてガバナーが用意してくださったマスクと歯ブラシ
50セットと、姫路ゾンタクラブからの支援金を寄贈させて頂きま
した。そこには、いきば（生き場・行き場）がなく追い詰められ
た女性がこれ以上傷つくことなくいられるお手伝いをしたいとの
永原郁子さんの思いが込められており、少しでもヒトデを海に帰
すお手伝いを継続したいと思いました。

SEN姫路ゾンタクラブ
6/26（土）当クラブが協力し、
兵庫県立歴史博物館ロビーコン
サート（ピアノ演奏）が開催さ
れました。7/27（火）例会時に
兵庫県立大学ゴールデンZクラ
ブへ活動協賛金を贈呈しまし
た。その後、小野真理さんの
ヴァイオリンの音色で優雅なひ
と時を過ごしました。

支援する空飛ぶ車イス研究会の活
動が、読売新聞7月14日「ボランテ
イアで学ぶ」に掲載。新会員加入
の努力が表彰されたことをきっか
けに1997年クラブ設立の原点に立
ち帰り、着実な活動を積み重ねて
いくことを会員一同で確認する。8
月29日に退会会員も招き・神戸倶
楽部にて移動例会を予定。

福岡ゾンタクラブ
福岡ゾンタクラブの役員会、例会の新
規の開催場所が警固神社 神徳殿に決
定福岡ゾンタクラブ奨学金の奨学生募
集の件で福岡市教育委員会に働きかけ
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