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エリアディレクター　岩井紘子

   私自身、今年もまた光陰矢の如しのたとえのような新年を迎えてしまいました。気候は寒暖の差が著しく、インフ

ルエンザが日本全国で暴れ回り、落ち着かない浮き足立つ日々の明け暮れに今年もなって仕舞うのでしょうか。皆さ

んにはどんな希望と夢を託された新年をお迎えになられたことでしょう。

　私のエリアデレクターとしての職務も残り半年。その間、小樽でのエリアミーティングと横浜での国際大会という

大きな仕事が控えており、いつまでもだらけているわけにも行きません。緊張をもってシッカリ気を引き締めて行こ

うと思います。26地区会員委員長からは「何とか国際の目指すゾンタ会員5％増をゾンタ創立100周年に向けて

共々頑張ろう」との鼓舞意向が来ております。若いゾンタクラブと老練のゾンタクラブとの活動状況の差異は否めず、

新生ゾンタクラブの活躍に期するものが大でありますが、ブランド力が発揮出来れば会員増強はさして難しいもので

はありません。このブランド力こそが重要です。ゾンタが目指す女性の地位向上、ジェンダー平等実現のため、若干

の余力を提供し合える立場でいられ、良き友を得、自己研鑽に繋がるチャンスが見いだせるそんなポジティブ・アク

ションができる会＝ゾンタをブランド力としてアピール出来ないものでしょうか。

　猶、第9回エリア1エリアミーティングはグランドパーク小樽にて 5/12(土) 9：00～会長会議，10：00～開会

式，前日 5/11(金) 14：30～20：00まで エキスカーションが予定されております。

　奮って御参加下さいますよう宜しくお願い致します。

新入会者・退会者報告

入　会 退　会

2月～3月の行動予定

鳴門ZC　40周年記念エクスカーション・システィーナ歌舞伎鑑賞会　　　大塚美術館システィーナホール
鳴門ZC　創立40周年記念式典　　　　　  　 ルネッサンスリゾートナルト　海天の間

三重ZC　国際ゾンタ加盟認証状伝達式　　　　四日市都ホテル

★ 本間 明子        函館ZC   2017年   12月31日  

 2月16日(金)

東京ⅡZC　チャリテイーコンサート＆ビンゴの集い　ジョン・健・ヌッツォ　　京王プラザホテル
エリア4エリミーティング ・ エクスカーション  宝塚歌劇団観劇　　　宝塚本劇場
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姫路ZC　エリア4エリアミーティング　　　　　　　　　　　　　　 　 ホテル日航姫路

 1月27日(土)
 1月28日(日)

第7回26地区理事会　　　　　　　　　　　　　 八重洲北口　貸会議室プラザ
横浜国際大会コンベンション委員会出席　　　　ビジョンセンター浜松町

トピックス・表彰

－  札幌Ⅱゾンタクラブ　－

★ 辻晶苔氏（辻紀代子会員）が　札幌文化団体協議会「文化賞」を受賞致しました。

AＤ活動報告および今後の予定

12月～1月の行動予定

福島ZCクリスマスパーティ　弦楽四重奏のしらべ Y 'zカルテット　　　 　ザ・セレクトン福島
札幌IRIS ZC クリスマスショー　ビンゴパーティー 及びクラブ訪問　  　  ホテルモントレ・エーデルホフ札幌
福井ZC チャリティパーティ　フルート＆ギター　　　　　　　　　 　  　　  ザ・グランユアーズフクイ・天山の間

 12月  2日(土)
 12月  4日(月)
 12月  5日(火)

東京ⅠZC　52回チャリティバザー　　新宿京王プラザホテル・グレースルーム 12月10日(日)
盛岡ZC　クリスマスパーティー・ビンゴとオークションの夕べ　　  盛岡グランドホテル 12月13日(水)

エリア通信第9号発行 12月  1日(金)

 12月23日(土) 大津ZC　チャリティクリスマスバザー&パーティ　　　　　　　 　　琵琶湖ホテル・瑠璃の間
 1月14日(日) 秋田ZC　新春チャリティ・ランチ・コンサート　日本舞踊と洋楽のひととき　　秋田ビューホテル・飛翔の間　

 2月  1日(木)

 2月17日(土)
 2月25日(日) 大阪ⅡZC　チャリティイベント・ときめきハーモニー　愛の木管五重奏の調べ　　リーガロイヤルホテル大阪・桂の間
 3月  3日(土)

 3月18日(日)
 3月24日(土)
 3月25日(日)

★ 岸本 英子        函館ZC   2018年    1月15日  
★ 畑 美枝子        函館ZC   2018年    1月15日  ★ 堀子 淑枝        塩釜ZC   2017年   12月13日  

大阪ⅠZC　チャリティー講演会　古事記に学ぶ日本の心と未来　竹田 恒㤗 氏　　  ホテルニューオータニ大阪・鳳凰の間 3月  8日(木)



  クラブ報告：12～1月

★クラブ活動報告
  12月  2日 福島ゾンタクラブチャリティークリスマスパーティー　３名参加

－  仙台Ⅰゾンタクラブ　－ 会長：岩崎恵美子 会員数：３5名

　

12月  5日

　

12月役員会
児童養護福祉施設仙台天使園クリスマス会　2名参加
盛岡ゾンタクラブチャリティークリスマスパーティー　4名参加
宮城学院クリスマスマーケット参加

12月19日 12月移動例会 「ナクレ」にて
12月22日 小百合園クリスマスの集い　3名参加

－  札幌Ⅰゾンタクラブ　－ 会長：森本恵美 会員数：　7名

★クラブ活動報告

　 　　札幌IRISゾンタクラブ　イベント参加　5名参加
 ：半期仮決算報告、チャリティーイベント最終打合せ

　

　　

  12月13日

チャリティーディナーコンサート津軽三味線で紡ぐ｢クリスマスの夕べ」120名参加

札幌インターナショナルナイト参加

　

1月10日 例会 ：新年会、アメリア・イアハート募金、イベント決算報告、横浜国際大会について、新入会員について

－  函館ゾンタクラブ　－ 会長：池亀睦子 会員数：２3名

★クラブ活動報告
  12月  6日 理事会 ：故 本間会員に関する件。指名委員会等１２月例会の予定話し合い。

例会(オープン) 12月20日

  1月  5日 理事会 ：横浜大会登録についての相談

オーストラリアバーデンクラブ在籍、カレンクラークさんの卓話(バーデンクラブの活動について) 

  1月17日

　

－  塩釜ゾンタクラブ　－ 会長：中野わか子 会員数：　6名

★クラブ活動報告
社会福祉法人　あしたば福祉会「あすなろ」成人式兼クリスマス会に出席　出席：引地副会長 佐藤洋子会員12月10日

　

 ：「世界大会に向けての確認・勉強」　出席：８３％
  1月16日

－  札幌Ⅱゾンタクラブ　－ 会長：成瀬泰子 会員数：24名

★クラブ活動報告
  12月  4日 札幌IRIS ZC クリスマス会　チャリティーディナー＆ビンゴ　14名出席

役員理事会12月13日

札幌ⅠZC クリスマスの夕べ　6名出席12月14日

第40回記念サッポロ･インターナショナル･ナイト　6名出席12月17日

役員理事会
例会
北海道国際音楽交流協会(ハイメス)新年コンサート　8名出席
横浜国際大会　コンベンション委員会　1名出席

12月10日
12月13日

12月17日

キリスト教育児院クリスマス会　3名参加
  1月  5日 1月役員会
  1月14日 ゴールデンZクラブとの新年会 ：ルフランにて　山口慶子先生によるピアノコンサート　21名参加（内会員外3名）
  1月16日 1月例会 ：アメリアイアハートデー (1月11日)記念　卓話 ｢人間は宇宙でひとりぼっちか？｣　講師：岡野 章一 先生

 　大須賀会員　「新年を祝って」新春の踊り　　塩釜ゾンタクラブ4名様ご参加いただきました。

（写真別添付）★イベント案内
　

タイトル：国連SDGｓをどう生かすか　「一人も取り残さない」社会を実現するために　講師：鷲見八重子　氏

日時：平成30年3月9日(金) 18:00開演　　場所：エルパーク仙台セミナー1，2　　会費：1000円 (学生500円)
多くの皆様のご参加をお待ちしております。

3月  9日 ローズデー記念講演会　仙台ⅠZC塩釜ZC共催

  12月  4日

  12月14日

  12月17日

1月28日 横浜コンベンション委員会参加予定

例会

12月13日

  1月28日

  1月31日

出席して親御さんのご苦労がすこし、理解できたとのこと！

12月定例会
「仙台Ⅰゾンタクラブ新年会」に参加　　出席４名：中野・引地・佐藤洋子・村上

「コンベンション委員会」出席　出席：中野　於：東京・浜松町「ビジョンセンター浜松町」

１月定例会 ：「コンベンション委員会報告と世界大会の準備」

（写真別添付）★イベント案内
　3月  9日 「ローズデイ記念講演会」仙台Ⅰ・塩釜ゾンタクラブ共催　講師：鷲見　八重子（すみ　やえこ）氏

12月20日

  1月10日

例会 ： 奨学金贈呈式(後期分)　クリスマス会

  1月17日
  1月10日

  1月21日
  1月28日

 ：新年お茶会　アメリア・イヤハート勉強会　指名委員選挙

 ：指名委員選挙。入会候補者ゲスト２名参加。自閉症啓発活動への支援金を募った。

例会(オープン)  ：函館クラブ創立記念の乾杯。新入会員入会セレモニー２名。
　 アメリア・イヤハートデー の話。３月ローズデーに向けての話。入会候補者１名参加。

（写真別添付）

（写真別添付）

（写真別添付）

（写真別添付）

（写真別添付）

函館白百合高校にカレンダーバザー用のカレンダー２９６本をお届け12月21日

  1月10日 青い空　(自閉症啓発組織)に会長、奉仕委員長が寄付金をお届け

（写真別添付）★イベント案内
　3月  ローズデーについては今後アドボカシー委員会が提案予定

（写真別添付）★イベント案内
　第16回スプリングコンサート　京王プラザホテルB1プラザホール　2,000円

17:30～バザー　18:00～開場　18:30～開演
出演者　佐藤悠光（サトウユウミ）　ユーファニアム
　　　　 水口真由（ミズグチマユ）　ピアノ
　　　　 入川奨（イリカワショウ）　マリンバ

3月27日

（写真別添付）



　

会長：岡部文子 会員数：１１名－  札幌ＩＲＩＳゾンタクラブ　－
　

★クラブ活動報告
Christmas Charity Bingo Party　ホテルモントレエーデルホフ札幌  200名

岩井ＡＤクラブ訪問

　

★イベント案内
新春の集い（アメリアイヤハート記念バザー） ホテルモントレエーデルホフ札幌（80名）2月  5日

  12月  4日

　
－  秋田ゾンタクラブ　－ 会長：佐藤康子 会員数：１4名

★クラブ活動報告

　

  12月  4日 2018新春チャリティ・ランチ・コンサートチラシ＆ポスター完成

新春チャリティの打ち合わせを行う（８名出席）：プログラムの作成　および諸連絡

12月理事会・例会（11名）

  12月13日
12月17日

  1月10日 1月理事会・例会：新春チャリティ最終打ち合わせ（１０名）

  1月14日 2018新春チャリティ・ランチ・コンサート開催（主催）　252名参加

　

　

　　：新春チャリティのための依頼文書、通知、案内、諸用務開始。
　　　特定非営利活動法人やすらぎの家、ユニセフ、国境無き医師団に寄附支援

秋田公立美術大学学長および美術科教授とガラス工房で面接し、ゾンタ活動のＰＲ及び奨励賞贈呈の通知

　
★イベント案内

ゾンタ賞贈呈及び講演会（内容未定）  3月

　

－  小樽ゾンタクラブ　－ 会長：平井聰子 会員数：　6名

★クラブ活動報告

　

国際ソロプチミスト小樽 チャリティクリスマス出席（平井会長．小田）12月  2日

　

岩井ＡＤとエリアミーティング打ち合わせ（平井会長、小田.藤村）
2017年寄贈先　小樽市赤岩保育所併設子育て支援センター「風の子」見学（飯川、小田．藤村）

12月14日 札幌Ⅰゾンタクラブ クリスマスの夕べ出席（平井会長．小田）

　

12月14日
12月18日

札幌ＩＲＩＳゾンタクラブ チャリティービンゴパーティ出席（平井会長、藤村．小田）

岩井ＡＤとエリアミーティング打ち合わせ（小田）
例会 ：エリアミーティング準備.横浜大会について　小樽市雪あかりの路後援

－  福島ゾンタクラブ　－ 会長：牛来令子 会員数：１１名

★クラブ活動報告

　

第11回チャリティークリスマスパーティ  12月  2日

　

★イベント案内
福島県立図書館児贈図書の贈呈式

－  釧路ゾンタクラブ　－ 会長：柏木智恵子　 会員数：　８名
★クラブ活動報告

★イベント案内

経過報告検討中  12月  6日

北海道新聞社交礼会出席　会長  1月  9日

  2月
ゾンタローズデイ
卓話　検討中（日時未定），　英語スピーチコンテスト　検討中（日時未定）

  12月20日 釧路市共同募金寄付　学校図書寄贈（付属小・新陽小）訪問 2校

例会兼新年交礼会 ： アメリアイアハート勉強会、経過報告～会計  1月24日

－  山形ゾンタクラブ　－ 会長：澤 和子 会員数：１９名

★クラブ活動報告
定例会  12月  7日
黄色いレシ－ト活動　３名参加12月11日

「さんさんクラブ」へ空き缶回収協力　２名参加12月12日

指名委員会・理事会
黄色いレシ－ト活動　２名参加、定例会  1月11日
「さんさんクラブ」へ空き缶回収協力２名参加  1月15日
理事会

新年例会 ： 会員親睦会を兼ねてホテルモントレエーデルホフの中華料理を楽しみました  1月15日

横浜コンヴェンション委員会出席（浜松町ＴＳビル）  1月28日

理事会・例会：「アメリア永遠の翼」映画鑑賞、「ローズデー」についての話し合い  1月19日

  2月  2日
福島市立図書館児童図書贈呈式  2月19日

3月  8日

  12月  6日

12月27日

盛岡ゾンタクラブ主催ビンゴ・パーティに参加（５名）

12月  4日
12月  4日
12月  6日

1月15日 例会
1月23日 ローズディの打ち合わせ（札幌Ⅰ．札幌Ⅱ．札幌ＩＲＩＳ）

 ：エリアミーティング準備、横浜大会デリゲートについて

12月14日

  1月15日

★イベント案内
  3月  8日

山形県天童市在住 元市会議員、働く女性と子供のために学童保育所を県内初開設。
８０歳を超えてもいきいきと活動される氏の思いを聞く　 　 　 　 　 　
☆ホテルメトロポリタン山形5階のぼり路にて19時～　会費1.000円

ロ－ズデ－講演会：昭和を生きて「先人の思いをつなぐ」　瀬戸山京子氏

（写真別添付）

（写真別添付）

（写真別添付）

（写真別添付）

（写真別添付）

－  盛岡ゾンタクラブ　－ 会長：下田幸枝 会員数：１6名
★クラブ活動報告

  12月13日 チャリティークリスマス・ビンゴとオークションの夕べ
 ：クリスマスの反省と横浜大会の申込方法について。

　
　　

　

12月分理事会  1月10日

 ：新年会と会員持ち寄りミニオークション。売上2万少々。1月例会

★イベント案内 　

3月14日 例会で性犯罪等被害者支援（はまなすサポート支援センター）センターの方に実情を伺う（ローズデーとしての取り組み）

（写真別添付）

理事会・例会：チャリティークリスマスパーティの反省　次回例会についての話し合い  12月15日



★行事経過報告・お知らせ

仙台Ⅰゾンタクラブ 札幌Ⅰゾンタクラブ

●12月14日(木)
　チャリティーディナーコンサート：

　寄付先：

　
　山田町ゾンタハウス、
　国際ZC

●12月17日(日)
　宮城学院のクリスマスマーケットが行われました。
　仙台ⅠゾンタクラブGZ支援委員会のメンバーで出
　店を致しました。当日は仙台Ⅰの会員からの協力
　の品々を販売をし、GZの活動費の一部にする協力
　が出きましたこと、そしてご協力頂きました皆様に
　この場をお借りしまして感謝申し上げます。

札幌Ⅱゾンタクラブ

●12月13日
　第16回チャリティークリスマス・ビンゴ
　 とオークションの夕べを開催 
 　参加人数　335人。今年の特徴は男性が
　増えてきて、男性に有りがとうとして、
　会員1人6缶提供の缶ビールが足りなかった。
　 アトラクションは岩手大学の学生による
　アカペラミニコンサート。
　会費5000円（食事飲み物付き）・
　ビンゴカード500円
　 利益700,000少々。
　毎年景品が良いと
　リピータが多く、好評

盛岡ゾンタクラブ

函館ゾンタクラブ
●1月17日(水)
　１月例会にて　新入会員入会セレモニー

撮影 水野

塩釜ゾンタクラブ
●１月１６日(火)
　仙台Ⅰゾンタクラブ新年会に参加
　今年もＳＯＭクラブの仙台Ⅰゾンタクラブ
　よりお誘い頂きまして、新春の趣きたっぷ
　りの１月例会を味わわせて頂きました。

福島ゾンタクラブ
●12月2日(土)
　ザ・セレクトン福島において第11回チャリ
　ティークリスマスパーティを開催致しました。
　昨年同様約140名の皆様に足をお運び頂いて
　の賑やかな会となりました。
　今回もまた例年通り福島県立図書館、福島
　市立図書館への児童図書の寄贈、福島民報
　新聞社「教育福祉事業団」福島民友新聞社
　「愛の事業団」への奉仕を致しました。
　今年は「Y'カルテット」弦楽四重奏の演奏、
　その後は例年通りビンゴゲームで楽しい
　ひと時を過ごしました。
　参加してくださった皆様のおかげで、今年も
　また奉仕出来た事感謝申し上げます。

秋田ゾンタクラブ

● 月 日(日)1 14
　恒例の秋田ゾンタクラブ主催：
   
　252名の参加者で大盛況。アジア特にカンボジア
　の人権弾圧、女性の解放に視点を当てて世界に
　向けて報道している秋田市出身のフォトジャーナ
　リスト高橋智史さん、秋田公立美術大学の地域
　活性化に努力しているサークル活動代表の２件
　および国際ゾンタ１00周年キャンペーン活動に
　寄附支援、奨励賞の贈呈を行う。
　その後「日本舞踊と洋楽のひととき」として新春
　の優雅な舞とオペラのコラボレーションとピアノ
　演奏を楽しみ、ゾンタ活動を大いにＰＲすること
　ができました。

札幌IRISゾンタクラブ

小樽ゾンタクラブ

山形ゾンタクラブ釧路ゾンタクラブ

●1月15日(月)
　「さんさんクラブ」へ空き缶持参
　障がいのある方の居場所「さんさんクラブ」へ、
　奉仕委員会が中心に集めた空き缶を定期的に持参
　しています。ささやかな支援ですが塵も積もれば
　山となるので喜ばれています。

「ＺＯＮＴＡ　ＳＡＹＳ　ＮＯ」街頭活動

●12月20日(水)
＜児童へ「本好きになって」＞
2002年からの継続事業の一環
として、今年も道教育大付属
釧路小学校と釧路市立新陽小学校
2校を訪問し図書を寄贈しました。
生徒同士のコミュニケーション
がとても上手で、感動しました。
学校の図書委員からお礼の手紙を頂き、今後も各校へ本の寄贈を続け
たいと思います。（学校の図書委員を囲んで、柏木会長と佐藤書記）

●1月14日(日)　ゴールデンZクラブとの新年会

●1月16日(火)  1月例会

津軽三味線でつむぐ｢クリスマスの夕べ」開催

札幌身体障害者スキー協会
(バイスキー購入基金）、

●１２月４日(月)
　ＩＲＩＳ会員１０名で毎年のチャリティ
　ビンゴパーティ開催　２００名のお客様で
　賑わい奉仕活動報告と奉仕金贈呈を行いま
　した。

●１２月6日(水)
　子育て支援センター「風の子」見学の際の
　読み聞かせの写真です。
　保育園児、子育て支援に参加の親子さん
　一緒におはなしを聞いてる様子です。

※北海道新聞　12月掲載記事 　

　今年も山形駅自由通路にてチラシとテュッシュ
　配りを行いました。

   2018新春チャリティ・ランチ・コンサートを開催。

● 月 日(木)11 26

●12月20日(水)
　奨学金贈呈式
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