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エリザベス女王の死を悼み天皇皇后両殿下が国葬に参列されました。英国の母と呼ばれる
素晴らしい凛とした女王でした。
さて、大型台風１４号が沖縄九州を縦断し山口から日本海に抜けていきました。私は強風で車が
振られて怖い思いをしたくらいで済みましたが、エリア４のゾンシャンの皆様は強風や大雨の被害は
ありませんでしたか。被害に遭われた方はお見舞い申し上げます。
さて、国際ゾンタ２６地区では浅野ガバナーの方針を受けて一斉に"Zonta Says NO!"のイベントを工夫されながら
進めてくださっている事と思います。人々の認識と理解を深めるために活動していきましょう。
2022－2024期 26地区 スローガンはWAVEを起こそう！です。
キーワードは、W―Women &Girls！ A―Advocacy＆Service！ V―Violence NO！ E―Empowerment！

エリア４のエリアミーティングは来年５月、Ｗをキーワードとして安芸コスモスゾンタクラブ様 主管にて
進めていきます。何かとお力添えをいただかなければなりませんが、何とぞよろしくお願いいたします。

徳島

11月 野外例会

鳴門

11/25-11/27 第４３回児童画展開催・Zonta Says NO 展示
12/3 鳴門市人権フェスティバル 鳴門市との共催（Zonta Says NO 活動）

岡山

10月 移動例会（月見例会）11月 Zonta Says NO の活動

神戸

11/17

高松

11/11 移動例会（いつもの場所を変えての開催で３年ぶりとなる）11/12 Zonta Says NO 事業として県
の「女性に対する暴力をなくす運動」パープルライトアップに合わせて県担当者と一緒にパンフレット
の配布。又”Zonta Says NO”と書かれた懸垂幕を掲げる。高松大学GZクラブにご協力いただきSNSで発
信する。12/12 クリスマス会

沖縄

10月に卓話

北九州

12月

インターナショナルナイト

12月クリスマス例会

1月 新年会例会

大吉ゆう子笑顔文字年賀状教室

終活について

11月・Zonta says NO！のイベントとして、昨年に続き、地元小倉城をオレンジ色にライトアップ・北
九州市・小倉北区中心部において、会員企業所有ビルでプロジェクション・マッピングによるZonta
says NO！をアピール 令和５年２月１４日 ハートフル・パーティー LE VELVETS ヴァレンタイン・
コンサート

フェニッ
10/11 対面例会理事会開催予定。国際交流開館での茶道指導奉仕は順調に毎月第3土曜日実施中
クス神戸
安芸
12/11 11:00～14:30 リーガロイヤルホテル広島
コスモス 安芸コスモスゾンタクラブ２０周年記念祝賀会 講演会＆コンサート
姫路
ＳＥＮ
姫路
福岡

10/26 チャリティーゴルフコンペ 場所：旭国際姫路ゴルフ倶楽部 11/18“ Zonta Says NO ! ”月
間 フェミニストカウンセリング神戸の講師より卓話 11/19 あいめっせフェスティバル（男女共同
参画推進センター主催）「SDGｓマーケット」開催
11/19 ひめじあいめっせフェスティバルにおいて「ゾンタの保健室」を開催予定
クラブ会員の看護師・薬剤師・管理栄養士等が来場者の健康相談にお答えします
10/1 10:30～ 役員会・例会 場所未定 11/5 11:30～ＹＷＰＡ受賞式＆役員会・例会
グランドホテル 12/3 11:30～ 役員会・例会、忘年会 場所未定

場所：西鉄

徳島ゾンタクラブ

会員数

15名

会長

荒井由子

ゾンタクラブの扉をノックして早13年が経とうとしております。日本に生まれ日本に育ち穏やかに
過ごしていた私がゾンタと云う団体と出会い自分に何が出来るのかと考える出発点となりました。
今後の歩き方は決まっています。
活動報告

8月1日 徳島児童ホームへ寄付 9月 徳島大学留学生奨学金送金
9月17日 鳴門・徳島合同例会(6名参加)

トピックス

3年ぶりの鳴門ゾンタクラブさんとの合同例会で楽しい時間を過
しました。

鳴門ゾンタクラブ

会員数

29名

会長

大石美智子

徳島の誇りである伝統文化の阿波踊り、そしてお盆期間が過ぎて当県はこれまでにない多くの人が
コロナに感染し、やむなく8月の例会は安全を考え中止としましたが、その間にも新入会員を増や
すなど会員の士気も高まっています。今後はwithコロナ社会の中できる活動を進めて参ります。
◇8/3 徳島県女性協議会理事会に2名出席 ◇8/8 理事会 ◇8/17 例会中止（県内コロナ感染拡大の
為）◇8/24 12/3開催の人権フェスティバルについて鳴門市人権推進課と打ち合わせ。アドボカ
活動報告
シー委員4名出席 ◇9/8 理事会 ◇9/17 徳島ZCとの合同例会・卓話（講師:元徳島文理大学薬学部
教授 梅山明美氏）・鳴門ZC新入会員入会式 ◇9/21 第43回児童画展作品仕分け

トピックス

９月17日、徳島ZCとの合同例会を行い、楽しく交流を深めました。卓
話では、梅山明美氏より「女性の漢方薬」について学び、元気に健康
に生きるためのヒントをいただきました。クラブ別例会では新入会員
入会式を行い、本年度３名目の新入会員をお迎えでき、うれしい日と
なりました。

岡山ゾンタクラブ

会員数

13名

会長

川﨑和子

この度、2022年度岡山ゾンタクラブの会長という大役を引き受け身の引き締まる思いでございます。私
は里親でファミリーホームをしています。虐待などで我が家に来ている子ども達と24時間過ごしていま
す。ゾンタは女性と子供、里親は子供（男児・女児）に思う気持ちが繋がっている様に思い、大変な仕
事ですが誇りと情熱をもって頑張っています。これから岡山ゾンタクラブがどの様な奉仕が出来るか、
みんなで知恵を出し合って、世界中の女性と子どもの幸せの為に出来る一歩に繋がる様に活動してまい
ります。

8/17 定例会後 講演会（小林裕彦弁護士 演題「こころを豊か
活動報告 にする温泉の話」 9/6 移動例会（理事会・例会兼ねて)福山市
ステーキ懐石都 春日
神戸ゾンタクラブ

会員数

7名

会長

蒔田由紀子

ゾンタクラブの魅力の一つは、例会等での会員同士の交流、もう一つは大会等を通して多才な方達
にお会いできること。会員が減るばかりで一時は閉会を考えましたが、ウイズコロナ、何かできる
ことがあるかもと、とりあえずもう一年前向きに活動しようと思っています。

活動報告 8/18 例会
高松ゾンタクラブ

ポートピアホテル五国

9/15

例会
会員数

44名

会長

立本 道子

今までは何となくゾンタの一員でした。これを機に、しっかりとゾンタや世情について勉強し、穏
やかな瀬戸内海からは小さいかもしれませんが、会員一丸となりWAVEを起こしていきたいと思って
おります。
次頁に続く

高松ゾンタクラブ
◆ 8/10…例会は中止（コロナ感染状況を鑑みて）◆ 9/1…理事会（卓話、チャリティーバザーの
活動報告 進捗状況について）◆ 9/12…例会（委員会報告、チャリティバザーの進捗状況報告、地区からの
アンケートのお願い）葛原由紀様による卓話

トピックス

◆ 9/12 例会時に葛原由紀様の卓話が行われた。テーマは「日本文化
の特質と通訳こぼれ話」各国の要人に茶道・香道などの日本文化を深
く理解された上で通訳されたり、G7・G20の折の通訳など普段知ること
のできない興味深いお話を聞くことができた。

沖縄ゾンタクラブ

会員数

10名

会長

奥原英子

会員が高齢化し高齢に伴う体調の変化で活動出来る会員が５．６名になってクラブの継続が難しく
なり困っております。良い方法があればご指導いただけると幸いです
活動報告 ８月 定例会後会員ミニバザー
北九州ゾンタクラブ

９月 ボケ防止の為の手芸教室
会員数

24名

会長

河邊政恵

ゾンタの仲間に加えていただき１０年になります。私などに務まるだろうかと
不安で一杯ですが「地球規模で考え、足元から行動する」を実践するため、
クラブ会員の皆様とともに手を取り合って参りたく存じます。
8/6 役員会 8/9 三隅塾 8/16 定例会 8/29 第一回アドボカシ 8/6 役員会 8/9 三隅塾 8/16
活動報告 定例会 8/29 第一回アドボカシー・奉仕委員会 9/3 役員会 9/20 第二回アドボカシー・奉仕委
員会 9/20 会員卓話・籠田淳子様、定例会

トピックス

９月の定例会にて、会員卓話を開催。講師の籠田淳子様は建設業界で弱みとされてきた女性をワー
クライフバランスとワークシェアリングによる経営戦略とすることで強みへと転換。内閣府「女性
が輝く先進企業表彰」など受賞多数。非常にワクワクする興味深いお話を伺いました。

フェニックス神戸ゾンタクラブ

会員数

10名

会長

三田恵美子

この度、国際会長より設立25周年を讃えるメッセージをいただきました。1997年の9月に阪神淡路
大震災の災禍の中から不死鳥のように立ち上がったクラブです。10年間は設立会員の方々によるゾ
ンタ精神に基づく猛烈な活動の展開。次の15年間はその継承と拡大。そしてもっぱらの重要な課題
である会員減少への対策期です。今後は年ごとの歩みに喜びと活動の実感を持てる実際的な活動を
進めていこうとしています。
活動報告

例会理事会は、8、9月はメール、ラインによる協議会、10月は久しぶりの対面例会理事会開催予
定。いづれも第2火曜日実施。国際交流開館での茶道指導奉仕は順調に毎月第3土曜日実施中

トピックス

8月31日神戸倶楽部にて開催の2022年交流会&偲ぶ会 近隣クラ
ブより8名の方々 地域の賛助の方が15名の参加をえました。

安芸コスモスゾンタクラブ

会員数

13名

会長

小畠知恵子

広島のクラブとしての役割が再認識されています。核兵器廃絶への道筋を日本のクラブと共有でき
ることが出来るよう微力ながら会員と共に努めます。
9/13 理事会 オンライン 9/27 持ち寄りオークションと卓話（食事 議事 オークション
活動報告 卓話）ジョン・コール氏 「教育、家族、仕事をめぐる日本の女性・男性の新たな挑戦 日本に住
むトランスナショナルファミリーの一員である私の視点から」

姫路ゾンタクラブ

会員数

16名

会長

本多孝子

第16期会長を拝命いたしました。姫路ゾンタクラブはとても素敵な関係で繋がっています。ちょっ
と自慢できます！浅野ガバナーのポリシーそのもので、会員同士が “With YOU !” です。ま
た、プライベートでは三宅ADと同じく、ゾンタ活動の合間にゴルフ、旅行を楽しんでいます。よろ
しくお願いいたします。
◇ 8/8 理事会 ◇ 8/19 8月例会「Zクラブについて勉強会」駒田かすみZ＆GZ
クラブ委員長より今後のZクラブへのかかわり方などのレクチャーを受けた
活動報告 ◇ 8/30 姫路市男女共同参画センターあいめっせ登録連絡会議 ◇ 9/12 理事会
◇ 9/16 9月例会“Let‘s ｄance !”「サタデーナイトフィーバーを」楽しく
踊った。◇ 9/24 SDGｓ2022 “LIFE IS JOURNEY ”に参加

トピックス

9月例会では「サタデーナイトフィーバー」の音楽に合わせて、
海老原会員の指導の下、楽しく踊り盛り上がりました。折角なので、
来年５月に次期エリアミーティング開催地へのアピール・パフォーマ
ンスとして踊ることになりました。みんな、大丈夫？ 会長が一番心
配です。乞うご期待～！

SEN姫路ゾンタクラブ

会員数

21名

会長

森かおる

こんにちは。今年度SEN姫路ゾンタクラブの会長を務める森かおるです。SEN姫路ゾンタクラブは今
年、創立10周年を迎えます。コロナ禍で活動を制限されていた分を取り戻す意味も込めて、様々な
活動をしていくつもりです。記念行事等、また案内させていただきます。皆様、よろしくお願いし
ます。
■8/8 理事会 ■8/18 例会 ■8/30 アメリア・イアハート書籍寄贈贈呈式■家庭にある新品
タオルを集め、8/31にウクライナ避難民（神戸に移住）とラオスの子ども達（兵庫県立大GZ経由）
活動報告 に配布■8/31、姫路市動物園・水族館・姫路市立美術館の入場券を兵庫県立大GZを通じて、ベトナ
ム人家庭・チベット人家庭の子供たちに進呈■9/8 理事会 ■9/15 例会 ■在日外国人の生活
支援を行うボランティア団体と金融機関の基金を橋渡し

トピックス

ＳＥＮ姫路ゾンタクラブ創立１０周年記念事業として姫路市立の小学
校や義務教育学校、特別支援学校計70校に集英社版・学習漫画世界の
伝記ＮＥＸＴ『アメリア・イアハート』を寄贈。8/30、贈呈式が姫路
市役所の同市教育委員会教育長室で行われ、当クラブ会長が姫路市教
育長に目録と書籍を手渡した。

退会会員 清元 美都子

（2022.7. 24付）

福岡ゾンタクラブ

会員数

12名

会長

山田富士子

第８期 福岡ゾンタクラブ会長を拝命しました山田富士子と申します。
未熟で教えて頂く事ばかりですが、多くのご縁と学びを得て
少しでも成長していきたいと思っています。ご指導の程どうぞ宜しくお願い致します。
活動報告

► 2022年8月6日（土）10:30～
► 2022年9月3日（土）10:30～

役員会・例会 zoom開催
役員会・例会 リアル＆zoom

トピックス

昨年度ＹＷＰＡ奨学生、河東らい葵さんのお祝い会を兼ねた授賞式の日時が決定。
《日時》11月5日（土）11:30～ 《場所》西鉄グランドホテル
ガバナー、エリアディレクター、ＹＷＰＡ委員長他ご出席いただく予定です。

