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コロナ感染者数が減少して嬉しく思っていましたのに、ここ数日 たな
のニュー に不 な事です。
それでも見渡せば しい
、皆様、それぞれの方法で 意義な日々をお ごしの事とおもいます。
10月15日、第16回地区大会PART１（於：琵琶湖ホテル）に郵便投票開封時における立ち合い人としてエ
リ アデイレクター4人揃って参加いたしました。静寂の中、ガバナーの「〇」、「〇」、「×」の声は凛と
し て重々しく、私はジッと座っているだけなのに緊張してしまいました。
11月は“Zonta says No”月間でした。クラブ活動報告によるとクラブでそれぞれ工夫してさまざまな行事をし
ていらっしゃいます。例えば、高松ゾンタクラブはドーム広場に懸垂幕。北九州ゾンタクラブはゴールデン
Ｚクラブと共に小倉城ライトアップ。見たかったです。
財団大使からＥＭＥＮの依頼もきています。遠い国の出来事とはいえ、この地球上に学校にも行けず望まぬ
結婚を強いられている少女達が存在している事を思うと胸が痛みます。皆が笑顔で暮らせますようにと願っ
て細やかでもとパソコンのキーをうちました。
コロナ禍を理由に思うようにクラブ訪問ができません。申し訳なく思っています。そこで、11月11日、オ
ンライン会長ミーティングをいたしました。お仕事の都合で、又、パソコンの不具合で参加できなかった人
もありましたが、会長さんの代わりに参加してくださった人、会長さんと共に参加してくださった人等12名
で楽しくミーティングができました。
「初めて皆様にお目にかかりお顔が見えて嬉しかったです。」との感想をよせていただきました。画面ごし
でもみんな笑顔で十分にコミュニケーションできました。意義のあるミーティングが出来たと喜んでいま
す。今後のクラブ運営に役立てていただけたら幸いです。

オンライン
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Zonta says No
音楽の集い参加
者様に配りまし
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エリアディレクター行動日誌
10／９
10／14、15
10／30
11／２
11／11
11／18

地区大会実行委員会＆AD会
於：京都
地区大会PART１
於：琵琶湖ホテル
北九州ゾンタクラブ 立30周年式典
於：リーガロイヤルホテル小倉
オンライン理事会
エリア４オンライン会長ミーティング
神戸ゾンタクラブ訪問＆YWPA授賞式
於：ポートピアホテル
 

エリア 4
徳島ゾンタクラブ

クラブイベント

(1２月～５月）

12/1「少年を守る母の会」で徳島駅前にてゾンタのパンフレットとテッシュ
ペーパーを配布する
12/3 徳島大学国際交流課へ留学生の為の支援金を贈呈する
2022 年 2 月「ローズデー講演会」を鳴門市と共催で開催予定
2 月 26 日（日）クリスマス例会 於 アナクラウンプラザホテル
令和 4 年 1 月 19 日（水）於 後楽ホテル 新年会
12 月 17日（金） ポートピアホテルにてクリスマス会
12 月 18 日(土) 会員間によるミニ忘年会
Zonta Says No 活動
11 月 25 日～28 日 小倉城ライトアップ
エコライフステージ（西南女学院大学 GZ との共同）
202１年度 1 月の新春交流会、2 月初春のロビーコンサート、留学生への茶道
指導奉仕とも 2019 年よりコロナ感染抑止のため中止
2022 年 3 月 12 日 姫路市国際交流スプリングフェスティバル
2022.2.23（水・祝）ゾンタローズデー 若者支援チャリティーコンサート『第
8 回ステラ・ケ・ブリラ（輝く星）』13：30 開演 場所：パルナソスホール
（入場料 500 円）
木下国際理事卓話/還暦祝賀会/忘年会
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プロジェクト

鳴門ゾンタクラブ
岡山ゾンタクラブ
神戸ゾンタクラブ
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

表

SEN姫路ゾンタ
クラブ

彰

兵庫県こうのとり賞に当クラブ推薦の櫛橋行雄氏受賞
（表彰式11/2）

新入会員・移籍会員・退会者の報告
11月30日

高松ゾンタクラブ

大久保

沖縄ゾンタクラブ

金城

隆子様

（11月14日入会）

福岡ゾンタクラブ

星子

美恵子様

（11月退会）

三加津様（9月30日退会）
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クラブ活動報告 （10月～11月）
12月1日現在

エリア4

会員数227名

徳島 (15 名)
会 長 福島 吉美
◇10/4 理事会 ◇10/15 地区大会 会長，他１名出席 ◇10/18 10 月例会 ◇10/30 北九州ゾンタクラブ
30 周年式典に 3 名出席◇11/1 理事会 ◇11/2 会員より米 60 キロ頂きそうめん，わかめ等を徳島児童ホ
ームへ贈呈◇11/11 オンライン会長会議 会長出席 ◇11/18 11 月例会◇11/12 女性協議会 会長出席
鳴門 (31 名)
会 長 芝野 秀美
◇10/8 理事会◇10/15「第 16 回地区大会 in 大津」に 1 名出席＋2 名オンラインで出席◇10/20 例会＊地区大会での
寄付金額を決定◇11 月移動例会会場を決定（コロナ感染を考慮し今年度も県内での例会とした）◇10/30 北九州ゾン
タクラブ設立 30 周年記念式典に 2 名出席。◇11/8 理事会 ◇11/16 鳴門市人権フェスティバル開催意見交換会に 2 名
出席◇11/19 移動例会（樫野俱楽部）◇11/22 徳島県女性協議会理事会に 1 名出席◇11/25 児童画展前日準備◇11/26～
28 第 42 回鳴門ゾンタクラブ児童画展開催。応募作品 553 点、入賞 176 作品。同時に Zonta Says No ポスター及びパ
ンフレット・クラブ会報を掲示。四国大学 GZ クラブも参加し活動を紹介◇11/29 児童画作品返却、会場撤去作業

岡山 (14 名)
会 長 波多 豊子
◇10/20 定例会（お月見会）を開催。
「森の邸宅：彩音レストラン」にて◇11 月は理事会、定例会とも
に、バザーのあり方、クリスマス会（12 /26）の内容、準備について検討した ◇10/15 2021 年度第 16
回地区大会（大津）PARTⅠに 3 名参加 ◇10/30 北九州ゾンタクラブ設立 30 周年記念式典に 1 名参加
◇ 11/11 リモートオンライン会議に２名参加 ◇11/23 姫路ゾンタクラブ キッズオーケストラに 3 名参加
神戸 (8 名)
会 長 深田 幸代
◇10/21 フィリピン 6 名にクリスマスプレゼント送付 ◇11/10 理事会 神戸屋レストラン◇11/18 例会
ガバナー岡澤様、YWPA 納富様、AD 三輪様、リン・インシ様 ご両親をお迎えして表彰式と食事会を開催
高松 (46 名)
会 長 前田 敬子
◇10/12 例会（Zonta Says NO 事業、地区大会審議事項高松 ZC 内の意見をまとめたものを報告、チャリテ
ィバザー）◇10/26 理事会（Zonta Says NO 事業、チャリティバザー、地区大会審議事項等の結果報告）
◇11/9 例会（Zonta Says NO 事業予算案承認、広報活動等、地区大会参加報告審議事項選挙結果報告、チ
ャリティバザー）◇11/12 Zonta Says NO 事業（高松丸亀町三町ドーム広場、県のパープルライトアップ
事業に合わせて11/25 まで懸垂幕を吊るす。*クラブトピックス参照）◇11/24 理事会予定
沖縄 (11 名)
会 長 神谷 空
◇11/20 小波津隆講師による卓話「誤嚥予防について」@沖縄ハーバービューホテル
北九州 (23 名)
会 長 加藤 千佳
◇10/9・11/6 役員会 ◇10/18・11/15 定例会 ◇10/28・11/30 三隅塾 ◇11/1 北九州市ウーマンワー
クカフェにサイネージ設置（30 周年記念事業）
フェニックス神戸 (11 名)
会 長 中道 典子
◇10/12 理事会・例会（兵庫県国際交流会館）偲ぶ会&交流会延期の通知作業◇10/15・16 日 地区大会
出席（会場出席とリモートによるライブ配信に参加）◇10/30 北九州ゾンタクラブ 30 周年式典出席
◇11/9 理事会・例会（兵庫県国際交流会館）ヒトデプロジェクトに応募、県児童養護連絡協議会 2 施設対
象。YWPA 奨学金応募、空飛ぶ車イス活動の女子生徒の応募を承認
安芸コスモス (14 名)
会 長 好永 良子
◇10/26 例会 持ち寄りオークション 卓話
小畠知恵子会員
「世界（カザフスタン等）の核兵器
について」◇11/3（県）すすめる会 ４０周年記念式典 出席 ◇11/12 広島市女性団体連絡会議主催：「女
性に対する暴力をなくする運動」街頭行動活動参加
姫路 (16 名)
会 長 駒田 かすみ
◇10/6 第 9 回チャイルド・ケモ・ハウスチャリティーゴルフハーフコンペ◇10/12 理事会◇10/15 例会
◇11/8 臨時理事会◇11/11 オンライン会長ミーティング◇11/13 あいめっせフェスティバル ◇11/15
理事会 ◇11/19 例会 ◇11/23 スーパーキッズ・オーケストラ有志による『音楽の集い』
SEN 姫路 (17 名)
会 長 大塚 節美
◇10/15 国際ゾンタ 26 地区 地区大会出席 ◇10/20 理事会・例会、卓話 ◇11/11 オンライン エリア 4 会長会
出席 ◇11/18 理事会・例会（メール型式）◇あいめっせフェスティバル 2021 参加 ◇11/23 姫路ゾンタク
ラブ音楽の集い参加
福岡 (21 名)
会 長 境
貴子
◇10/1 役員会 19：00～zoom 役員会 福岡ゾンタクラブ奨学金 卓話について ◇10/18 定例会 18：30 警
固神社 例会 活動報告 福岡ゾンタ奨学金、基金 ◇11/5 役員会 19：00zoom 役員会 卓話木下国際理
事 北九州記念式典参加の件 ◇11/8 定例会 ｳｲｽﾞｻﾞｽﾀｲﾙﾌｸｵｶ 例会 福岡ゾンタ奨学金、基金、卓話、
忘年会、還暦祝賀会
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クラブトピックスス
徳島ゾンタクラブ
10/30 北九州ゾンタクラブ30周年
式典に親ゾンタとして出席し，徳
島ゾンタクラブの諸先輩の想いを
感じました。11/14 野外例会 庭
園のすばらしい渭水苑でおいしい
食事を楽しみました
岡山ゾンタクラブ
森の邸宅「彩音レストランにて」
お月見例会 の楽しいひと時を過ご
しました。（写真）
三宅信子副会長が6月から A・D に
決定。 ご活躍を祈り、岡山の支援
を誓いました。

鳴門ゾンタクラブ
11/19 移動例会 コロナ感染
を考慮し昨年に続き県内での
例会としました。樫野倶楽部
「休庵」で、紅葉の始まった
素晴らしい庭を眺めながら、
美味しい日本料理に舌鼓を打
ちました。休会中の会員も参
加し和やかな楽しい例会で親
睦を深めました。
神戸ゾンタクラブ
11 月 18 日 YWPA 「若い
女性の為の社会活動賞」 リ
ン・インシ様の表彰式を 行
いました。

高松ゾンタクラブ
11/12 Zonta Says NO事業
高松市丸亀町三町ドーム広場にて、県の
パープルライトアップ事業（女性に対す
る暴力をなくす運動）に合わせて開催。
5ｍ×7ｍのZonta Says NO 懸垂幕を
作成し、11/25までドーム広場に吊って
活動をアピール。
点灯日初日には県の性暴力被害者支援セ
ンター「オリーブかがわ」のリーフレッ
ト配布を手伝う。

沖縄ゾンタクラブ
ようやく沖縄県もコロナが落ち着きつつありま
す。11月には卓話を開くことも叶いました。今後も
油断せず感染予防に努めながら、活動を広めて参り
たいと思います。
フェニックス神戸ゾンタクラブ
例会の持ち方を工夫し会員相互の交流と活性化を
目指す。
・開催回数、時間などの制限のもと、報告事項は
メール・ラインなどを活用。
・例会は集中的な協議の時間とし、出席者との共
同作業するなどの時間とする。
・12月例会は、移動例会とし、国際ゾンタの精
神とZONTA says NO や国際女性デーなどにつ
いて新会員を中心にした勉強会をする。

北九州ゾンタクラブ
10月30日 設立３０周年記念式典
福岡県知事・北九州市長他来賓招待者
35名総勢６０名の参加をいただき開
催。ご出席いただいた皆様に御礼申し
上げます。
姫路ゾンタクラブ
コロナ禍の中でも姫路ゾンタクラブら
しい活動を…との思いで、10月には第9
回チャイルド・ケモ・ハウス チャリ
ティーゴルフハーフコンペを、11月に
はスーパーキッズ・オーケストラ有志
による『音楽の集い』を開催すること
ができました。それぞれ、大勢の方が
参加してくださったおかげで、ゴルフ
コンペではチャイルド・ケモ・ハウス
への支援金獲得を、音楽の集いでは
スーパーキッズの生演奏とともにデー
トDV啓発パンフレットを届けることが
できました。

SEN姫路ゾンタクラブ
11/13あいめっせフェ
スティバル2021におい
て当クラブ紹介ポス
ターを展示し、動画を
上映しました。

福岡ゾンタクラブ
福岡ゾンタクラブの卓話、木下国際理
事に国際ゾンタの活動について話をし
ていただきました。また、会員の還暦
の祝賀会、2021年の忘年会を開催しま
した。
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