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 ご      挨     拶  

令和4年、コロナ禍も少し収まってきて淡い期待をもって迎えましたのに、
あっと言う間にオミクロン感染拡大で又不安な日々となりました。
1月26日に鳴門ゾンタクラブを訪問する予定になっていましたのに中止。経験
豊かなクラブの例会を拝見できると喜んでいましたのに残念です。
そんな中でも5月のエリアミーティングに向けて担当のフエニックス神戸ゾン
タクラブの皆様と準備をしています。2月中に案内をおくります。エリアミー
ティングはゾンタの理解を深める勉強の場です。どうぞ皆様ご参加お願いいた
します。
ゾンタの奉仕は国内奉仕と国際奉仕の2本立てになっています。地元での奉仕
は支援先の顔が見えている場合が多いですが、国際奉仕はハッキリしないとの
不満の声を耳にします。会員が増えない理由の一つになっているようです。
（あくまで私の周辺のはなし）　以前テレビで貧困の難民のニュースを見た
少女 がお茶碗いっぱいのご飯をもって今すぐ走っていきたいと言っているの
を見た ことがあります。本当にそんな気になります。私の僅かな支援が国際
ゾンタの 力で、学校にも行けず又、望まない結婚を強いられている幼い女児
が笑顔にな ると思うだけで心がポット温かくなります。この思いをどのよう
に伝えたらい いのでしょう。Beethovenのヴァイオリンソナタ♪Spring♪を聴
きながらそん なことを考えています。
明るい方へ。明るい方へ。（金子みすず詩集） 　　令和4年1月1日

　　ダイヤモンド富士

友人からのメール
ヨーロッパのある地方の朝日

エリア4　第14回エリアミーティング
2022年5月22日(日)
10：30～16：20
ホテル北野プラザ六甲荘

12/1(水)　　エリア通信12月1日号　発行
12/8(水)　　オンライン理事会
12/15(水)　 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）

12/19(日) 　奈良万葉ZC　バザー（於：奈良）

12/23(木)　 第13回エリアミーティング収支報告の監査 神戸ZC(於：神戸）

12/26(日)　 オンライン理事会

1/19(水)　第13回エリアミーティング収支報告の監査
SEN姫路ZC((於：姫路)

1/23 (日)     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）

1/29(土)　オンライン理事会
1/24(月)     アメリアイヤハート記念行事オンライン参加



徳島 (15 名) 会 長 福島 吉美

◇12/1 市教委の母の会の行事でゾンタテッシュ、パンフを配布◇12/3 徳大国際課へ 10 万円寄付◇12/6 理

事会◇12/20 小学校学童そろばん教室児童にヒトデのプレゼント◇12/20 例会マスク姿でクリスマスソング合唱

◇12/28 徳島児童ホームへ米 60 キロみかん菓子を寄贈◇1/ 8  徳島県女性協議会講演会（記録係で参加）1 名

◇1/10  理事会 1 月例会(新年会)休会

鳴門 (31 名) 会 長 芝野 秀美

◇12/2 赤い羽根共同募金に寄付◇12/8 理事会◇12/15 例会＊「第 24 回全国シェルターシンポジューム」視聴報

告＊1 月新年例会について協議＊アメリアイアハートデーについて協議＊ヒトデプロジェクト第 2 弾配布日程に

ついて協議＊「Zonta Says No」期間中の取組みについて 26 地区への報告書を回覧＊ローズデー講演会を鳴門

市と共催で開催を決定◇12/18・12/19・12/22  26 地区からのヒトデプロジェクト第 2 弾を子ども達に贈呈。新

聞に掲載された◇1/8 理事会＊オミクロン株の感染拡大を考慮し「例会を含む新年会中止」を理事会から提案➡
会員の賛同を得た＊2/11 のローズデー講演会について協議◇1/12 ローズデー講演会について鳴門市と協議 
◇1/17 干支のタオルを市内 2 ヶ所の老健施設に持参 ◇1/17 徳島県女性協議会理事会に 1 名出席 ◇1/21 東京Ⅲ

ゾンタクラブ 20 周年記念卓話視聴に Zoom 参加

岡山 (14 名) 会 長 波多 豊子

◇12/1 岡山県庁にて、生涯学習振興課主幹松枝氏、他１名とローズデイの打ち合わせを行う。日時は 3 月

16 日（水）決定。児童図書（36 冊）寄贈予定。◇12/26（日）18 時から、クリスマス会を開催した。54
名参加。「ザ・リバース」の歌と踊りの演芸やプレゼントもあり、美味しいクリスマス料理を堪能した。

◇１/11 理事会でクリスマス会の反省。◇１/19 新年互礼会。後楽ホテル「巴」にて日本料理で新年をお

祝いし、今年１年間のゾンタクラブの発展や会員家族の幸せを祈願する。

神戸 (8 名) 会 長 深田 幸代

◇12/17 ポートピアホテルにて会員によるクリスマス会開催◇1/20オミクロン拡散により 1 月例会中止しまし

た。

高松 (46 名) 会 長 前田 敬子

◇12/9 クリスマス例会（Zonta Says NO 事業報告、クラブ創立 30 周年記念写真集配布及び会計報告、チャリテ

ィバザーについて、3 月例会卓話について、指名委員会立ち上げ）◇12/21 理事会（１月アメリアイアハートデ

ー、今年度奉仕事業（寄付）について、チャリティバザーについて、３月例会卓話について）

◇1/11 例会 （コロナオミクロン株感染拡大のため中止） ◇1/25 理事会中止

沖縄 (11 名) 会 長 神谷 空

◇12/18 会員間によるプチ忘年会&チャリティミニバザー

◇1/15 コロナ感染者拡大により、定例会中止

北九州 (23 名) 会 長 加藤 千佳

◇12/4・1/8 役員会 ◇12/20 定例会（持ち出し忘年会・千草ホテル）◇1/17 定例会「アメリアイアハート永

遠の翼」映画鑑賞（木下国際理事宅）◇12/22・1/26 三隅塾

フェニックス神戸 (11 名) 会 長 中道 典子

◇12/9 児童養護 2 施設に、ヒトデプロジェクトとしてのプレゼントが届く◇12/26 日 12 月例会で神戸倶楽部

にて、新入会員歓迎の食事会を開く◇1/21 東京Ⅲの設立 20 周年記念企画である ZOOM 研修に参加

◇1/23 1 月例会・ホテル北野プラザ六甲荘にて。三輪 AD を迎えエリアミーテイング実施準備会を開き白熱し

た協議を展開

安芸コスモス (14 名) 会 長 好永 良子

◇12/1 例会 卓話と実演 天野耕太（曲芸師）「安定と不安定、バランスから見つめ直す心と身体」

◇1/11 理事会 オンライン ◇1/25 新年会（延期）

姫路 (16 名) 会 長 駒田 かすみ

◇12/10 理事会・財務委員会 ◇12/17 例会にて水引で作るお年玉袋の作成体験（ゲスト講師 2 名）

◇1/17 理事会 ◇1/21 姫路護国神社にて新年移動例会（年始のご祈祷）

SEN 姫路 (17 名) 会 長 大塚 節美

◇26 地区ヒトデプロジェクトプレゼント（メッセージ、キャンディー、クオカード）を姫路市、神戸市、鳥取県

の子ども関連事業所に配布・持参 ◇26 地区ヒトデプロジェクトへ寄付金送金 ◇地域の製菓会社からの無償提

供の菓子について兵庫県立大学ゴールデン Z クラブとコーディネート ◇12/15 理事会・クリスマス例会（ピア

ノ演奏、ビンゴゲーム・プレゼント交換） ◇1/19 新年祈祷 理事会・例会 次期役員・指名委員選挙会アナウ

ンス

福岡 (20 名) 会 長 境  貴子  

◇12/3 19：00～zoom 役員会 福岡ゾンタクラブ奨学金 卓話について ◇12/20 18：30 警固神社 例会

活動報告 福岡ゾンタ奨学金、基金 ◇1/7 19：00zoom 役員会 ローズデイについて

◇1/17 18：30 警固神社 例会 活動報告 福岡ゾンタ奨学金、基金、ローズデイについて

クラブ活動報告 （12月～1月）

2月1日現在　エリア4　会員数226名
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エリア 4 クラブイベント (２月～7 月）

徳島ゾンタクラブ 3月 徳島大学留学生に奨学金贈呈式 

又、生活用品を学生に提供 

岡山ゾンタクラブ 3月 12日（日）講演会 小野田紀美衆議院議員 予定 

3 月 16 日（水）ローズデイの催しとして、岡山県立図書館へ児童図書寄贈を

予定 

北九州ゾンタクラブ ハートフルパーテイ ５月末に予定

フェニックス神戸

ゾンタクラブ

5月 22日（日） 第 14回エリアミーテイング（ホストクラブとして） 

ホテル北野プラザ六甲荘

6月 19日（日） 2022 年フｴニックス神戸交流会&偲ぶ会開催 

姫路ゾンタクラブ 3月 12日 姫路市国際交流スプリングフェスティバル 

SEN姫路ゾンタクラブ 2月 23日（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） 

福岡ゾンタクラブ 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 

🔹🔹ローズデイ

 表 彰

新入会員・移籍会員・退会者の報告

ありませんでした

1月31日

福岡ゾンタクラブ 淺野　さとみ様　（1月退会）
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クラブトピックスス

鳴門ゾンタクラブ
ヒトデプロジェクト第2弾　26地区からのクリスマスプレゼントを
12月18日「わくわくキッチン」、　12月19日「ふれあい子ども広場」 12
月22日「子ども食堂NARUTO」の各施設に会長、副会長、奉仕委員長が持参
しました。プレゼントを手に取った時の子ども達のはち切れるような笑顔が
嬉しく、食事の提供が働く母親を優しく支援している事を知りました。プレ
ゼントの様子は、地元ケーブルテレビや徳島新聞で紹介されました。

岡山ゾンタクラブ
12月26日（日）のクリスマス会は、山下貴司衆議院議員、波多洋治県会議
員の慶びや励ましのごあいさつを頂きました。「ザ・リバース」の素敵な
歌と踊りは皆さんを虜にした。プレゼントも大変喜ばれた。

沖縄ゾンタクラブ
12月はささやかながら、メ
ンバーと僅かなゲストで忘
年会ランチを楽しみまし
た。
しかし1月にはオミクロン株
により感染者が激増し、定
例会は中止となっておりま
す。
さまざまな活動案があるな
か、定例会すら開けず、実
現が難しい状況です。
今はメンバー各々感染予防
に努め、収束後、万全な状
態で活動に取り組みたいと
思います。

フェニックス神戸ゾンタクラブ
12月24日児童養護施設、広畑学園、立正学園の子
供たちに、ヒトデプロジェクト第2弾としてクリス
マスプレゼントが届く。待ちに待ったクリスマス会
に大喜びの子供たち。12月例会で、6月 19日（日）
に2 年ぶりに「地域との交流会（偲ぶ会）、音楽と
、食 事を楽しみながら」を開催することに決定

高松ゾンタクラブ
ヒトデプロジェクトのクリスマスプレゼント
を、ひとり親家庭の民間支援団体「ひとり親
パートナーズ」代表の有澤様に届ける。12
月26日に支援物資配布会にて100セットのプ
レゼントを配布していただいた。後日、子ど
もたちにもお母さん方にも大変喜んでいただ
けたとの感謝のメールと写真を頂戴した。

北九州ゾンタクラブ
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）

姫路ゾンタクラブ
12月例会では、昨年度から企画していたものの、新型コロナの状況が分
からず延期となっていたプログラム『水引で作るお年玉袋』を開催する
ことができました。講師の春井あゆみ先生・福本恵美先生に丁寧に教え
ていただきながら自分で作った水引細工に大満足でした。
1月例会では、姫路護国神社でのご祈祷の後、コロナで落ち込みがちな
会員の出席率UPや会員増に向けた取り組みについて話し合う機会があり
ました。

SEN姫路ゾンタクラブ
地域の製菓会社と兵庫県立大学ゴールデンZクラブの間を当クラブが取り持
ち、製菓会社から無償提供された菓子を学生が学内生協で販売しました。売上
金はラオスの子ども達の学校建設資金に充てられます。（神戸新聞掲載）　
12/18、26地区ヒトデプロジェクトから送っていただいたプレゼントを兵庫県
立大学ゴールデンZクラブの学生が地域の子ども補習教室にて配りました。子
どもたちは皆大喜びで、一緒に楽しいクリスマス会を過ごしました
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