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エリアディレクター行動日誌

ご  挨  拶

諸事情で1か月遅れとなりましたが私がお送りする最後のエリア通信となりました。2年間皆様の温かく優しい
ご協力を得て無事にエリアディレクターとしての任務を果たす事が出来ました。今はただただありがたく感謝
のみです。
2年ぶりに第14回エリアミーティングを対面で開催することが出来ました。（13回はＤＶＤと報告書）クラブ
訪問が充分にできなかった分、皆様のはじける笑顔に接して本当に嬉しかったです。会員の高齢化や会員数減
少でクラブの存続を懸念しているクラブもこの度のエリアミーティングに参加してもう少し頑張ってみようと
決意を新たになさったとの報告を受け、又、それを聞いて同じ悩みのクラブも刺激を受けたとお聞きして心底
嬉しく思いました。「小さないのちのドア」の講演に感激して翌日郵便局に走られた人がいらっしゃると聞き
ました。本当に嬉しいこと！感謝いたします。
地区大会Ｐａｒｔ２は岡澤則子ガバナーの思いのこもった楽しい会でした。ただ楽しく笑っただけではなく、
しみじみと集える幸せを感じて優しい気持ちになりました。そのおかげかどうかヒトデプロジェクトやウクラ
イナへの支援金もずいぶん集まったようです。ゾンタは優しい団体です。～みんなの幸せがわたしの幸せ～
余談ですが、姫路ゾンタクラブ6月例会で私の2年間を労ってサプライズで花束をプレゼントしていただきま
した。みんなには無理な事を押し付けてばかりでしたのに本当にびっくり、と同時に胸にジーンとくるものが
ありました。有難うございました。
国際ゾンタは永遠に不滅です！

会長さん達の
クラブ紹介 AD交代

4/2（土）東京GRACEゾンタクラブ国際ゾンタ加盟認証状伝達式出席　東京4/1  （金）　エリア通信4月1日号発行
4/10（日）　エリアミーティング試食       神戸 4/17（日）　地区オンライン理事会　　
4/25（月）　AM印刷業者さんと打ち合わせ　神戸 4/30（土）　地区オンライン理事会
5/7  （土）　エリア１　エリアミーティング　前夜祭出席　 函館    5/8  （日）　エリア１　エリアミーティング出席
5/14（土）　地区理事会　金沢
5/17（火）　地区オンライン理事会
5/22（日）　エリア４　エリアミーティング　神戸
5/29（日）　エリア２　エリアミーティング出席　四日市

5/15（日）　エリア３　エリアミーティング出席　金沢
5/19（木）    エリアミーティング作業　神戸
5/26（木）　神戸ZC　総会　出席　　神戸
6/10（金）　地区大会Part２　　前夜祭　大津

6/11（土）　地区大会Part２　メモリアルサービス、本会議      フィナーレパーティーwith　加藤登紀子
6/12（日）　地区大会Part２　　三井寺散策、goodｂｙ　ランチ
6/26（日）　国際大会バーチャル参加



エリア 4 クラブイベント (7 月～1 月）

徳島ゾンタクラブ 9 月 17 日 鳴門ゾンタクラブと合同例会（鳴門） 
11 月に野外例会（場所未定）

岡山ゾンタクラブ 7 月 20 日（水）7 月定例会  8 月研修会（創作活動） 9 月 移動例会

10 月 バザー準備  11 月 8 日（火）岡山高島屋にてバザー開催予定

12 月 クリスマス会 1 月 新年会  
フェニックス神戸

ゾンタクラブ

2022 年度交流会&偲ぶ会  
7 月 31 日（日）11：00～14：30 
神戸倶楽部 会費 5000 円 

姫路ゾンタクラブ 10 月第 4 週 チャリティーゴルフコンペ 

                  

新入会員・移籍会員・退会者の報告

岡山ゾンタクラブ 永年会員表彰 高畠歌子様 千原多美子様 

高松ゾンタクラブ 6/11 地区大会 PartⅡにて

地区アワード地区奉仕奨励賞受賞

地区アワード〈会員部門〉ますますゾンシャン賞受賞（11 名） 

フェニックス神戸

ゾンタクラブ

田中潤子様 5/3 兵庫県文化功労賞 受賞 
故小島久美子様 6/11 26 地区アワード 地区奉仕特別賞 受賞 
 

6 月 30 日 

徳島ゾンタクラ

 
坂東富美代様 (入会) 

鳴門ゾンタクラブ
山田真知子様、 山本恵美様 （6月 1日入会） 

大塚菜穂子様、多智花早苗様、鵜飼小枝子様、尾崎幸子様、細川文子様 

（5月 31日退会） 

神戸ゾンタクラブ 野田美由紀様 (入会)   近藤満子様、佐原節子様（5月 31日退会） 

高松ゾンタクラブ 河野好美様（2月 26日逝去） 宗由貴様 （5月 31日退会） 

沖縄ゾンタクラブ 玉城ヒデコ様(6月 28日復帰）真栄城光子様、神谷空様(5月 28日日退会） 

北九州ゾンタクラブ 金子美奈子様、中山聡子様、日野久美子様、落水陽介様、芳賀眞理子様 

（6月 1日入会） 

大石紀代子様、勝本由美子様、田島紘子様、中村尋子様（6月 20日退会）

表 彰 

安芸コスモス

ゾンタクラブ
渡辺美代子様 (5 月 31 日退会) 

姫路ゾンタクラブ 松尾礼様（6月 1日入会） 沼田洋子様、田上優佳様（5月 31日退会） 

SEN 姫路 
ゾンタクラブ

河内雅孝様(5 月 13 日入会) 清元美都子様、中水三千子様、西田雪佳様、森万喜子様 

(5 月 28 日入会) 小野真理様(6 月 9 日入会) 市橋清弘様（6 月 11 日入会） 

高見章人様(6 月 11 日退会) 

福岡ゾンタク

ラブ
加藤晃子様、石川弥生様、鬼武江三子様、中野都様、段上裕子様、筒丸尚子様 

(5 月 31日退会)

会員リクルート ベストリクルーター賞 木下彰子様 クラブ賞 鳴門

 

登録回数 

 
これからもゾンシャン賞 徳島 １、鳴門 ５、岡山 ３ 

ますますゾンシャン賞   高松 11  鳴門  ２、北九州５、徳島 １ 
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徳島 (15 名) 会 長 福島 吉美

◇4/4 理事会◇4/18 例会◇5/2 理事会◇5/6 例会◇5/22 エリア 4 エリアミーティング 3 名出席◇5/24 女性保護協

議会理事会 1 名出席 ◇6/5 徳島県女性協議会総会 2 名出席◇6/6 理事会◇6/10～6/12 26 地区大会 3 名出席 ◇
6/20 例会 総会◇6/24 女性保護協議会総会（講演会）「ジェンダー平等の視点から社会を見る」

鳴門 (28 名) 会 長 芝野 秀美

◇東京 GRACE ZC 認証状伝達式 3 名出席◇4/8 理事会◇4/13,4/23,5/8「ヒトデプロジェクト第 3 弾」4 ヶ所の子

ども食堂に届ける◇4/17 例会 次年度委員会編成協議 クラブ例会場の名称変更、クラブ会則検討◇4/28 総会打

合せ◇5/8 新旧理事会◇5/9 子どものまち推進協議会総会 1 名出席 徳島県女性協議会理事会 1 名出席◇5/17 例

会 ウクライナ支援金決定 新入会員 2 名紹介  第 44 回総会◇5/22 エリア 4 第 14 回エリアミーティング 5 名出

席◇5/25 鳴門市人権フェスティバル打合せ会 2 名出席◇6/8 理事会◇6/11～12 第 16 回地区大会 3 名出席 地区

アワード会員部門他表彰受賞◇6/17 例会 新入会員入会式 国際大会プロキシー＆審議事項 第 43 回児童画展日

程・11 月移動例会日程決定他

岡山 (14 名) 会 長 波多 豊子

◇4 月理事会で、チャリティーバザー（天満屋）を準備、16 日実施。ワゴンセールが人気◇5 月理事会で総会

準備をする。18 日第 44 回総会◇5/7～8 エリア1エリアミーティング2名参加 函館◇5/14～15 エリア3エリア
ミーティング3名参加　金沢◇5/22 エリア4エリアミーティング5名参加 神戸◇5/29 エリア2エリアミーティン

グ2名参加　四日市◇6/10～12 地区大会 Part2  4名参加 大津

神戸 (7 名) 会 長 深田 幸代

◇4/21 例会 ◇5/22 エリア４ エリアミーティング参加 ◇5/23 三輪 AD をお迎えして総会◇6/16 例会

高松 (44 名) 会 長 前田 敬子

◇4/2 東京 GRACE 認証状伝達式 3 名参加◇4/11 例会・第一回マルシェ◇4/26 理事会（総会資料作成、広報委員

会と会報発送準備）◇5/13 例会・総会 ◇5/15 エリア 3 エリアミーティング 2 名参加◇5/22 エリア 4 エリアミ

ーティング 15 名参加◇5/29 エリア 2 エリアミーティング 2 名参加◇5/31 理事会（新年度の年間行事など）◇

5/29 ひとり親パートナーズ活動報告会（会長オンライン参加）◇6/10 例会（2021 年度決算報告・監査報告、会

員名簿確認、委員会委員長互選、年間行事など）◇6/10～11 地区大会 PartⅡ４名参加◇6/24～28 ハンブルグ世

界大会４名オンライン参加◇6/28 理事会

沖縄 (10 名) 会 長 神谷 空

◇4/16 定例会 休会 ◇5/21 定例会 旧役員退任挨拶 @ハーバービューホテル

◇6/18 定例会 新年度役員就任挨拶、会計報告 @ハーバービューホテル

北九州 (24 名) 会 長 加藤 千佳

◇４/2・5/7 役員会◇4/18・5/16 定例会◇5/22 エリア４エリアミーティング参加８名（木下国際理事除く）

◇4/5 三隅塾◇6/4 役員会◇6/20 総会◇6/20 2022 年度第一回定例会◇6/11 地区大会 Part2 ４名参加（木下国

際理事除く）

フェニックス神戸 (11 名) 会 長 中道 典子

◇4/10 例会 北野プラザ六甲荘◇5/19 例会 北野プラザ六甲荘◇6/7 6/28 例会 兵庫国際交流会館

安芸コスモス (13 名) 会 長 好永 良子

◇4/9 市議会傍聴（予算特別委員会等）◇4/12 理事会（オンライン）◇4/26（延び延び新年会）エリア４エリア

ディレクター 三輪光代様をお招きして◇5/10 理事会（オンライン）◇5/22 移動例会 エリアミーティング参

加◇6/28 例会（総会）

姫路 (16 名) 会 長 駒田 かすみ

◇4/11 日理事会◇4/15 入会式及び例会 4/22 日あいめっせ登録団体連絡会◇ゴールデンウィーク期間に市内各ゴ

ルフ場にて使用済みカイロ回収◇5/16 日理事会・16 期準備理事会◇5/19 日エリア４エリアミーティング事前準

備◇5/20 日 GoGreen 物流センターに使用済みカイロ搬入◇5/22 日移動例会（エリア４エリアミーティング参

加）◇5/23 日あいめっせ登録団体連絡会◇6/1 日会計監査委員会◇6/10〜12 日地区大会 Part２参加◇6/13 日理

事会◇6/17 日入会式及び役員交代式・例会

SEN 姫路 (22 名) 会 長 大塚 節美

◇4 月 ヒトデプロジェクト第３弾／姫路・倉吉の 3 カ所にプレゼント配布◇4/21（水）理事会・例会◇5/8(日)エリア 1 エリア

ミーティング出席◇5/12（木）京都Ⅰゾンタクラブ チャリティーバザー出席◇5/15（日）エリア 3 エリアミーティング出席 ◇

5/22（日）移動例会（エリア 4 エリアミーティング出席）◇5/29(日) エリア 2 エリアミーティング出席 ◇6/6（月）新年度準備

理事会 ◇6/9（木）26 地区へウクライナ寄付 （30,000 円）◇6/11（土）地区大会参加 ◇6/16（木）総会・理事会・例会

◇6/25～28 第 65 回国際大会バーチャル参加

福岡 (13 名) 会 長 境  貴子  

◇4/8 役員会 19：00～zoom ◇4/18 定例会 18：30 警固神社  活動報告 卓話 松永幸子様

◇5/6 役員会 19：00～zoom ◇5/16 定例会 18：30 警固神社  活動報告

◇6/11 役員会 15：00 警固神社◇6/25 総会・定例会 11：30 西鉄グランドホテル

クラブ活動報告 （4月～6月） 7月1日現在　エリア4　会員数217名
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フェニックス神戸ゾンタクラブ
5月22日　エリア4第14回エリ
アミーテイングホストクラブ
として開催・北野プラザ六甲
荘にて。6月11日　故小島久美
子会員　国際ゾンタ26地区　
地区アワード　「地区奉仕特
別賞」受賞。6月25日　茶道指
導奉仕　中道会長により再開
《2020年より中断》　留学生
会館にて。

クラブトピックス
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姫路ゾンタクラブ
4月の入会式とSDGsについての研修をきっかけに、更に１名の入会
に繋がりました。3ヶ月に2回の入会式は本当に嬉しいものです。ま
た、シーズン最終の使用済みカイロ搬入によって、今期はトータル
50箱をリサイクルすることができました。エリア４エリアミーティ
ングへは最終的に8名が、地区大会Part２には3名が参加する等、各
種行事への参加によって会員の資質向上にも繋がったと思います。

SEN姫路ゾンタクラブ
ヒトデプロジェクト第３弾として、姫路・倉吉の3カ所に
プレゼント配布させていただきました。担当者から「子ど
も達は素敵な手帳のプレゼントに大喜びでした。ペンが書
きやすくノートもコンパクトで大変重宝しています。大切
に使わせていただきます。」と喜びのメッセージが届きま
した。

福岡ゾンタクラブ
４月１８日一般社団法人女性起業家ス
プラウト理事長　松永幸子様の卓話

徳島ゾンタクラブ
4/4　徳島大学国際交流課へ留学生に生活用品
（米、洗剤、衣料、トイレットペーパー等）を提供

鳴門ゾンタクラブ
5月17日　「第44回総会」を開催。
会長交代式を行いました。大石新会
長から芝野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。
6月17日　新年度例会で新入会員の山
田真知子様・山本恵美様の入会式を
行い、大石会長よりゾンタバッチ、
クラブ会則、26地区名簿等が進呈さ
れました。

岡山ゾンタクラブ
賑わったバザー

沖縄ゾンタクラブ
新旧役員交代のなか、この2か年を振り返り
ました。沖縄はコロナの影響を大きく受け
休会が続いた時期もあり、いまだ大きなイ
ベントは開催が叶わない状況です。とはい
え活動がままならないなかだからこそ、メ
ンバーや協力者の強い絆を感じることがで
きました。感謝とともに、今後も誠実なゾ
ンシャンとしての活動を継続していきたい
と思います

高松ゾンタクラブ
コロナ禍により2月に予定していたチャリ
ティバザー開催を見送り、代わりに例会を利
用しての会員間でのマルシェを計画。しかし
感染拡大が収まらず例会の中止が1月2月3月
と続く。４月例会日にやっと念願の第一回マ
ルシェを開催することができた。担当委員に
よる丁寧な準備と会員の協力のもと、盛況に
提供の品々も完売にて終了。

北九州ゾンタクラブ
４月１８日　卓話　講師　JAWW副代表
織田 由紀子先生　漫画『月曜日のたわ
わ』の宣伝広告の問題点
6/20 新入会員入会式を実施　５名のう
ち４名の出席者へ運営の書、クラブ規
約、黄色のバラを贈呈した。
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