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ここ2年間「コロナ禍で不安な日々です。」で始まるあいさつ文ばかり書いていました。今度は大丈夫と思っ
ていましたら終わりそうで終わらないコロナ禍に加えてプーチン、ウクライナ問題勃発でウキウキした春と
はならないようです。が、いろんな制限のある中でもローズデーの催しを工夫して行っていらっしゃるクラ
ブ報告を見て嬉しく思っています。
3月22日（火）ようやく安芸コスモスゾンタクラブを訪問することができました。2か月遅れの新年例会との
ことで見晴らしの良い32階の宴会場でフルコースのおもてなしをしていただきました。民間シェルターを運
営していらっしゃる会員さんのお話し、チェルノブイリを視察なさったことのある会員さんのお話し、クラ
ブが関わっているｗenetがプーチン大統領に抗議文を提出したとの報告等、好永会長を先頭に逸材揃いのま
ことに頼もしいクラブです。「核のことは広島と長崎に任せておけばよいと言う日本の風潮はとても残念で
す。」と聞いて心より反省いたしました。
5月22日（日）の第14回エリアミーティングに向けてフェニックス神戸ゾンタクラブの皆様と楽しく準備し
ています。締め切りは4月9日です。どうぞ多数ご参加くださいますようお願いいたします。対面でお目にか
かれますのを楽しみにしています。

アクリエひめじ
姫路市はウクライナ
の人達を暖かく迎え
ます

安芸コスモスZC訪問

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

エリアディレクター行動日誌
2/1(火)

エリア通信第10号発行

2/1(火)

4ADSオンライン会議

2/23(水)

SEN姫路ZCローズデーチャリティコンサート

2/27(日)

地区オンライン理事会

3/7(月)

エリアミーティング打ち合わせ

3/7(月)

4ADSオンライン会議

3/22 (火) 安芸コスモスZC訪問
3/27(日)

 

地区オンライン理事会

（於：神戸）

エリア 4
鳴門ゾンタクラブ
岡山ゾンタクラブ
高松ゾンタクラブ
フェニックス神戸
ゾンタクラブ
福岡ゾンタクラブ

クラブイベント

(4 月～7 月）

2 月 11 日に開催予定だった「ローズデー講演会」は、コロナ感染拡大の為中
止としましたが、来年の同時期に開催の予定です。
4 月 16 日（土）天満屋百貨店にてバザー
6月
令和 4 年度 「総会」
4 月 11 日 4 月例会にてマルシェを開催予定
6 月 19 日（日）予定 2022 年フｴニックス神戸交流会（小島会員を偲びつつ）
神戸倶楽部にて開催
4 月 18 日 松永幸子さん卓話

表

フェニックス神戸
ゾンタクラブ

彰

2021年度ＹＷＰＡ応募者1名（高校3年生女子）の健闘
をたたえて、クラブ内で表彰（日時未定）

新入会員・移籍会員・退会者の報告
3月31日
姫路ゾンタクラブ

岩元

智子様

（4月1日入会）

徳島ゾンタクラブ

鎌谷

真紀様

（3月31日退会）

SEN姫路ゾンタクラブ

富永

知加子様（2月28日退会)

福岡ゾンタクラブ

丸岡

恵理様
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（1月退会)

クラブ活動報告 （2月～3月）
4月1日現在

エリア4

会員数224名

徳島 (14 名)
会 長 福島 吉美
◇2/7 理事会 2 月例会は休会 ◇2/10 国際奉仕基金アメリア・イアハート ローズ基金送金
◇2/16 会員より徳島児童ホームへチョコレート贈呈 ◇3/7 理事会 3 月例会は休会
◇3/15 徳島大学留学生へ奨学金送金
徳島大学留学生の為の生活用品寄贈（3 月 29 日予定）
鳴門 (31 名)
会 長 芝野 秀美
◇2 月理事会・例会はコロナ感染拡大の為中止 ◇3/9 理事会 ＊次年度副会長 発表
◇3/9 東京Ⅲゾンタクラブ 第 6 回オンライン講演会に 6 名参加 ◇3/14 徳島県女性協議会理事会 に 1 名出
席 ◇3/24 例会 ＊クラブ例会場について協議 ＊東京 GRACE ゾンタクラブ認証伝達式＆第 14 回エリア 4
エリアミーティングについて出席者を確認 ＊各委員会報告及び協議
岡山 (14 名)
会 長 波多 豊子
◇3/5 講演会 講師 小野田紀美参議院議員 演題「女性の輝く社会」
◇3/16 ローズデーの催しで岡山県立図書館へ児童用図書 37 冊（10 万円相当）を寄贈。
◇3/29 4 月のバザーに向けての準備。
神戸 (8 名)
会 長 深田 幸代
◇2 月 例会中止◇3 月 例会中止 蔓延防止中止後に例会予定
高松 (46 名)
会 長 前田 敬子
◇2/9 例会（中止）◇2/9 文書版 1 月、2 月例会配信 ◇2/22 理事会（チャリティバザー、会報誌発行につい
て、奉仕会計寄付について、総会までのスケジュール、次年度会計予算立て段取りなど）
◇3/11 例会（中止）◇3/14 文書版 3 月例会配信 ◇3/29 理事会
沖縄 (11 名)
会 長 神谷 空
◇2/19 定例会 オミクロン株の影響により休会
◇3/19 定例会 会員間によるミニバザー @ハーバービューホテル
北九州 (23 名)
会 長 加藤 千佳
◇2/5・3/5 役員会 ◇2/21・3/22 定例会 ◇3/4 三隅塾
フェニックス神戸 (11 名)
会 長 中道 典子
◇2/8 例会中止（メール・ライン等で連絡協議）・最貧国西アフリカのブルキナフｱソの支援について考える。
（シ
アバターのハンドクリーム購入等）◇3/20 例会 北野プラザ六甲荘 ・性暴力被害者支援センター・ひょうごの
支援の学習会（支援センターひょうご通信を読んで）・エリアミーテイングホストクラブとしての準備
安芸コスモス (14 名)
会 長 好永 良子
◇2/8 理事会 ◇3/8 理事会 ◇3/9 市議会傍聴（予算特別委員会等）◇3/22 例会（延び延び新年会）
エリア４エリアディレクター 三輪光代様
姫路 (17 名)
会 長 駒田 かすみ
◇2/10 理事会・2/11 Go Green 物流センターに使用済カイロ 24 箱搬入◇2/18 2 月例会◇3/6 国際女性フェ
スタはりま 2022 参加（ローズデーイベントとしてウェットティッシュ配布）◇3/8 理事会・国連ウィメ
ンのオンラインセミナー受講◇3/12 国際交流スプリングフェスティバル参加（生花体験及び折紙体験者に
ローズデーウェットテイッシュ配布）◇3/18 3 月例会
SEN 姫路 (16 名)
会 長 大塚 節美
◇2 月 SEN 姫路ゾンタクラブオリジナル T シャツ作成◇2/23 ゾンタローズデーチャリティコンサート『第８回
ステラ・ケ・ブリラ、理事会・例会同日開催◇3 月 ヒトデプロジェクト第 3 弾／姫路・倉吉の 3 カ所に送付申
込 ◇3/17 理事会・例会 ◇3/19 ウクライナ支援として在日ウクライナ大使館に 10 万円寄付
福岡 (19 名)
会 長 境
貴子
◇2/4 役員会 19：00～zoom 福岡ゾンタクラブ奨学金 卓話について
◇2/21 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
◇3/4 役員会 19：00zoom ローズデイについて
◇3/6 定例会 15;00 警固神社 例会 活動報告 福岡ゾンタローズデイの反省 基金報告
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クラブトピックス
岡山ゾンタクラブ
ローズデーの催しで例年児童用図書を岡山県立図書館へ寄贈する。今年
は、全部で37冊。歴史、戦争、環境問題、プログラミングSDGsの本等、
時代に合った本を揃えた。毎年大変喜ばれている。
沖縄ゾンタクラブ
一時期、オミクロンの猛威に見舞われていた沖縄ですが、3月にはようやく
定例会を開くことが叶いました。当日はゲスト一名を招き会員間によるミ
ニバザーを開催、大きなイベントがままならないなかでも活動資金を募っ
ています。ウクライナ侵攻や地震の情報など見るたび心痛む日々ですが、
沖縄ゾンタクラブとしてできることを創意工夫して参りたいと思います。
北九州ゾンタクラブ
３月１９日 ローズデイ記念講演会「ジェンダーと気候変動：cop２６
の現場から」 講師
地球環境戦略研究機関（IGES）北九州サテライトオ
フィス研究員 太田純子先生
北九州ゾンタクラブ奨学奨励金贈呈（３名）九州工業大学工学府 ヨウ
シクン様 同生命工学研究科 タン リンジュン様
同工学府 サダム フセン様
フェニックス神戸ゾンタクラブ
2月10日兵庫国際交流会館訪問 設立20周年
記念のハナミズキ寄贈などの生育を確認
3月24日神戸赤十字
病院の花壇訪問・設立5周年記念寄贈の
「ゾンタ花壇」植樹の奈良の八重桜などの
草木の生育を確認

安芸コスモス
ゾンタクラブ
３月例会エリア
４エリアディレ
クター 三輪光
代様からゾンタ
の活動について
色々学びました

姫路ゾンタクラブ
2月～3月にはイベントが目白押しでしたが、昨年からSDGsの取り組みと
して回収している使用済みカイロは24箱にもなったため、冬が終わって
いない間でしたが、持参することに。また、ローズデーイベントを主催
しようにも蔓延防止等重点措置期間中ということで、近隣の国際女性
デーイベントでローズデーをPRしたウェットティッシュを配布しまし
た。国際交流スプリングフェスティバルの際にも、生花体験と折紙体験
を実施し、参加者に配布することで、ローズデーのPRが出来ました。
SEN姫路ゾンタクラブ
2/23（水・祝）ゾンタローズデーチャリティコンサート『第8 回ステラ・ケ・
ブリラ（輝く星）』を開催した。コロナ禍の中での開催になったが、毎年楽し
みにお越しくださる方が増えてきたことを実感している。若い演奏者は、素晴
らしい先輩奏者と同じ舞台で演奏できるという緊張感と喜びを感じながら演奏
されたことと思う。来場者からは「毎年楽しみにしている」「素晴らしい演奏
で聞き入った」など嬉しい言葉とともに、たくさんの寄付をいただいた。会員
は若者支援のための活動をより充実させたいと気持ちを新たにした。

福岡ゾンタクラブ
ローズデイの開催
ゾンタメンバー全員による審査により選ばれた３名の高校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
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