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エリアディレクター　岩井紘子

明けましておめでとうございます。皆様には新たな決意で新年を迎えられた事と思います。

　今年こそはと願掛けした1月も早過ぎ去り、2月がスタートしました。光陰矢の如し、今年もアッという間に時間が流れ

ないよう気を付けよう！本年もどうぞ宜しくお願い致します。トランプ、トランプと煽られがちな昨今、私達ゾンシャン

は、ゾンタの理念の下、世界の女児と女性の幸せを願い、奉仕やアドボカシー活動に粛々と取組んで行きましょう！ 刻一

刻と横浜世界大会が迫りつつある中、各エリアのエリアミーティングが開催されます。今後の予定をお知らせ致します。

トピックス・表彰

新入会者・退会者報告
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12月～1月の行動

2月～3月の行動予定

12月  1日(木)
12月  1日(木) 内閣府男女共同参画推進連携会議「いま期待される女性のリーダーシップとは」　上智大四谷キャンパス国際会議場
12月  3日(土) 福島ゾンタクラブ：チャリティクリスマスパーティ・スーパーラビッツコンサート＆ビンゴゲーム　出席
12月  4日(日) 東京Ⅱゾンタクラブ：エンジェル基金コンサート・大井健＆鍵盤男子ピアノコンサート　出席
12月  7日(日) 福井ゾンタクラブ：チャリティパーティ・江川真理子シャンソン＆お楽しみタイム　出席
12月10日(土) 大津ゾンタクラブ：チャリティクリスマスバザー&パーティ・柴田泰孝ヴォーカル＆大津芸能部ショー　出席
12月14日(水) 盛岡ゾンタクラブ：チャリティクリスマスパーティ・大ビンゴショーとオークションの夕べ　出席
12月24日(土) 札幌Ⅰゾンタクラブ：チャリティディナーコンサート　クリスマスの夕べ・紙一重ささきひとえヴォーカルユニット　急遽欠席
  1月15日(日) 秋田ゾンタクラブ：新春チャリティランチコンサート・市川慎の世界　筝・十七弦のしらべ  出席後クラブ訪問としての交流会

エリア通信第4号発行  2月  1日(水)
山形ゾンタクラブクラブ訪問  2月  2日(木)
福島ゾンタクラブクラブ訪問  2月17日(金)
名古屋SORA　ローズディチャリティビンゴ  2月26日(日)
大阪Ⅱゾンタクラブ　ローズディチャリティイベント  3月  2日(木)
東京Ⅱ補助犬育成のためのチャリティコンサート  3月12日(日)

★ 永森 美奈子　　札幌ⅠZC　　2017年  1月11日 ★ 木村 和子　　　仙台ⅠZC　　2017年   1月  1日
★ 大竹 眞理子　　函館ZC　　　2016年11月30日

　エリアミーティングは会員としての研修の場であります。多少遠くてもエリアミーティングに参加し、交流を図り、

2018年の横浜大会に臨みましょう！ 特にエリア1の皆様、5月のエリア1エリアミーティングには万障お繰り合わせのうえ

秋田にお出かけ下さい。13名という会員で秋田らしいミーティングにすべく、現在準備に取り組んでおられます。今年も

予測できない出来事が多々生じるかも知れません。が、どんな時も共に助け合い、ゾンシャンとしての誇りを感じられる

1年でありますように。

2017年度エリアミーティング

エリア1  5/20（土）HC秋田ZC、秋田ビューホテルにて。テーマ；国際社会のなかで起き上がる女性の力-女性の人権尊重と地位向上の為に何が出来るか-

エリア2  4/16（日）HC名古屋SORA、名古屋東急ホテルにて。テーマ；性暴力からみえてくるもの～私達に出来る事～

エリア3  5/13（土）HC奈良ZC、ホテル日航奈良にて。テーマ；女性の権利を擁護するリーダー的組織

エリア4  4/22（土）HC神戸ZC、神戸ポートピアホテルにて。テーマ；子どもは宝—みんなで育てようー

2018年6月29日～7月3日、第64回国際ゾンタ横浜大会；パシフィコ横浜にて

  1月27日(金) 奈良ゾンタクラブ：秋川雅史トークショー　出席
  1月28日(土) 第３回理事会　京王プラザ　出席
  1月28日(土) アドボカシー・奉仕合同委員会　懇親会　出席



 クラブ報告：12～1月

★クラブ活動報告
12月  3日 福島ZCチャリティークリスマスパーティー  4名参加

－  仙台Ⅰゾンタクラブ　－

女子高校生自立支援先　小百合園クリスマス会　2名参加

安芸コスモスZCチャリティーコンサート     1名参加

2016年12月例会・クリスマスコンサート　　（写真別添付）　

会長：岩崎恵美子 会員数：３7名

－  札幌Ⅰゾンタクラブ　－ 会長：谷口エツ 会員数：　8名

★クラブ活動報告
12月14日 12月例会　　チャリティーディナーコンサート：試食会及び最終準備、打合せ、

　　　　　　　 半期仮決算報告、ローズデーについて、後期会費納入

　

－  函館ゾンタクラブ　－ 会長：池亀睦子 会員数：２0名

★クラブ活動報告
12月   7日 理事会開催
12月21日 例会開催　函館市内の白百合高校、福祉部で行うカレンダー市で販売するカレンダー集めに協力会開催

1月  6日 理事会開催
1月18日 例会開催　函館クラブ創立とアメリア・イアハートデーを祝っての乾杯。

　

★イベント案内
　3月  4日 ローズデー関連の講演会開催(性暴力被害者支援について)

－  塩釜ゾンタクラブ　－ 会長：中野わか子 会員数：　７名

★クラブ活動報告

－  札幌Ⅱゾンタクラブ　－ 会長：成瀬泰子 会員数：27名

★クラブ活動報告
12月   5日 札幌IRIS ZCクリスマス会　チャリティーディナー＆ビンゴ　10名出席
12月13日 役員理事会

－  盛岡ゾンタクラブ　－ 会長：下田幸枝 会員数：１８名

★クラブ活動報告
12月14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　　（写真別添付）

1月11日 新年会と会員によるミニオークション   12名出席で38,600円の売り上げ

★イベント案内

　

12月   9日 あしたば福祉会「あすなろ」評議会　1名出席

　　　　　　　　  アメリアイアハート奨学金・YWPA奨学金等

1月21日
仙台ⅠZC1月新年会　4名出席
ジェンダー論公開講座「貧困と女性」　2名出席

12月17日 12月定例会　　ゾンタの奉仕活動　  出席率 ５７％

1月17日

1月25日

講師：大沢真理氏(東京大学社会科学研究所教授)    (公財)せんだい男女共同参画財団主催

1月定例会予定　アメリア・イアハートと国際ゾンタの活動について

★イベント案内
　3月16日 ローズデイ講演会　仙台ⅠZC共催

12月24日 チャリティーディナーコンサート「クリスマスの夕べ」開催　（写真別添付）
1月11日 1月例会　　　新入会員入会式：永森 美奈子様

　　　　　　　 アメリア・イアハート・バザー開催　（写真別添付）
　　　　　　　 新年会

12月  5日

12月  6日

12月11日
12月20日

12月22日

役員会
女子高校生自立支援先　天使園クリスマス会　1名参加

「冨大吉」丹野富美子（マリンバ）、大河原真歩（ソプラノ）、吉田彩（ピアノ）による演奏
入会見込みの知人、2名のゲスト

女子高校生自立支援先　キリスト教育児院クリスマス会　2名参加
1月17日 2017年1月例会・新年会　　（写真別添付）

新春の調べ：鶴巻春雲（お琴）鶴巻雲山（尺八）と 大須賀会員による日本舞踊
「自立の家」お野菜販売協力

★イベント案内
　3月16日 ローズデー記念講演　　仙台国際ホテル　開演18:30～

　　　　講師：志賀慎治（宮城県保健福祉部子育て支援課　課長）　タイトル：宮城の子どもの貧困対策について

ローズディー検討中3月 　

12月19日 三部安紀子会員北海道文化賞受賞祝賀会　23名出席
12月21日 例会　奨学金贈呈式(後期分)　クリスマス会
12月22日 Zクラブ(北星学園女子中学高等学校)ハンドベル演奏会　4名出席
12月24日 札幌ⅠZCクリスマスの夕べ　チャリティーディナーコンサート　8名出席

1月11日 役員理事会
1月12日 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
1月18日 例会　新年お茶会　アメリア・イヤハート勉強会　指名委員選挙
1月28日 アドボカシー・奉仕　26地区合同委員会　1名出席

★イベント案内
　3月27日 第15回スプリングコンサート　　京王プラザホテル　　（写真別添付）　

　　　　出演者　田中望未(ピアノ)、三輪主恭(バリトン)、佐藤友美(フルート)

　　

　　　　 小林会員の総務大臣表彰受賞を祝って、例会後にお祝いの会を開催  



－  札幌ＩＲＩＳゾンタクラブ　－ 会長：岡部文子 会員数：１１名

★クラブ活動報告
12月  5日 クリスマスチャリティビンゴパーティ開催　　（写真別添付）

　

12月24日 札幌Ⅰゾンタクラブクリスマスパーティ　4名参加

★イベント案内
2月13日 新春の集い　 アメリア・イヤハート記念ミニバザー

－  秋田ゾンタクラブ　－ 会長：佐藤康子 会員数：１３名

★クラブ活動報告
12月  １日 2017 新春チャリティ･ランチコンサート開催準備開始

　

★イベント案内
  3月 ゾンタローズデー行事　秋田ゾンタクラブ賞贈呈(予定)

－  小樽ゾンタクラブ　－ 会長：平井聰子 会員数：　７名

★クラブ活動報告
12月   5日 札幌IRISゾンタクラブビンゴパーティー出席(2名)
12月19日 例会　クラブイベント経過報告

1月16日 例会　アメリアイアハート氏について
　　 　秋田エリアミーティングについて、ご案内、準備を検討

－  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
12月  3日 第10回チャリティークリスマスパーティ　　（写真別添付）
12月  5日 例会　チャリティークリスマスパーティの反省会

   1月16日 「子どもの貧困対策について考えるフォーラム」に参加
1月20日 例会　福島ゾンタクラブ会員による「アメリア・イヤハート」についての勉強会及び会員増強についての話し合い

　

－  釧路ゾンタクラブ　－ 会長：德山直子　（代）柏木智恵子　 会員数：　８名

★クラブ活動報告
12月  3日

半期状況確認「収益寄付先について」
会員増強について討議

1月25日 例会兼新年恒例会

　

★イベント案内
  2月
  3月  8日

卓話　日本語スピーチコンテスト企画
ローズディ（アドボカシ－と奉仕）

  4月 チャリティダンスパーティ企画

－  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
12月  1日

12月  4日

12月11日 黄色いレシ－ト活動
12月15日 理事会・10周年記念実行委員会

1月12日
1月26日

定例会
「ZONTA  SAYS  NO」キャンペ－ン活動　7名参加　　（写真別添付） 

定例会
理事会

　

★イベント案内
  3月  5日
  3月  8日

ロ－ズデ－周知活動　チラシ＆テュッシュ配布、山形駅自由通路にて
ロ－ズデ－記念講演会　佐藤山形市長をお呼びして

　

12月例会

12月  7日 １２月例会  １週繰り上げて開催
12月14日 盛岡ゾンタクラブ主催Ｘmas Party　４名参加

1月  7日

　　　　「国境無き医師団」「ＵＮＩＣＥＦ」「ワールドビジョン」に寄附
　　　　　秋田市土崎の福祉施設ＮＰＯ「やすらぎの家」支援

1月11日
チャリティランチコンサートの最終打ち合わせ(全会員出席)
1月例会開催

５月２０日開催 エリア１エリアミーティング開催準備のため基調講演予定者と面談　具体的準備に入る

2017新春チャリティランチコンサート開催

男女共同参画センター(ふらっと)１周年記念　各団体が互いのパネルコーナへ、ゾンタ活動展示

            ：アメリア・イアハート勉強会、基金について
　　　　　アジア初・第64回横浜世界大会2018年6月開催について討議
　　　　　会員増強について

12月  6日

1月15日

　

★イベント案内
  5月14日 チャリティーコンサート＆ランチ予定

1月21日 東日本大震災時、浪江町消防団による実話アニメ「無念」の上映会（伊達ふれあいセンターに於いて）

12月  6日 釧路ユネスコ協会総会　２名出席
12月  7日 例会　経過報告：

　　　　  市川慎の世界　筝・十七弦のしらべ　　　（写真別添付）



★行事経過報告・お知らせ

仙台Ⅰゾンタクラブ

● 月 日(火）1 17
　新年会
　新春の調べ
　　鶴巻春雲(お琴)
　   鶴巻雲山(尺八)
　 大須賀会員による日本舞踊

札幌Ⅰゾンタクラブ

●12月24日(土)　
　チャリティーディナーコンサート
 「クリスマスの夕べ」を開催
　大変な天候の中150名を超えるお客様と
　共に札幌で活躍するグループ｢紙一重｣を
　迎えクリスマスイブの夜を音楽で楽しむ
　事ができました。
　皆様の協力でチャリティー及びオーク
　ション収益金は長期入院児童の教育支援、
   2016年台風10号被害支援、国際ゾンタ
　基金、震災支援(山田町ゾンタハウス)へ
　寄付致します。岩井ADの飛行機が飛ばず
　お越し頂けなかった事大変残念でした。

函館ゾンタクラブ

●12月15日(木)
　継続事業「チャリティフェスティバル」の収益の
　一部より小学校２校へゾンタ図書寄贈。
　子供たちからお礼の
　お手紙いただく

釧路ゾンタクラブ

塩釜ゾンタクラブ

札幌IRISゾンタクラブ

●1月11日(水)　
　アメリア・イアハート・バザー開催
　毎年1月例会恒例のバザーを開催。少ない人数です
　が会員の持ち寄った多くの品々を購入。
　バザーの売上は今年も国際ゾンタ財団、アメリア・
　イアハート基金へ寄付致します。

● 月 日(火)1 17
　仙台Ⅰゾンタクラブからお誘いを受けまして
　１月新年会に会員4名で参加して参りました。
  「春の海」の琴・尺八の演奏、「荒城の月」
　の演奏に合わせての大須賀会員の日舞、新年
　らしいゾンタの活動のスタートでした。岩井
　エリアディレクターとの記念写真を送り、
　報告にかえさせて頂きます。

盛岡ゾンタクラブ

● 月 日(水)12 14
　チャリティークリスマス・ビンゴ
　とオークションの夕べ
　参加人数375名。会費5,000円
　で7つの団体に寄付。食事をしな
　がら60～70年代の曲地元のバン
　ドが演奏をし、その後ビンゴゲー
　ムとサイレントオークション。
　収益は80万弱。景品が良いと
　毎年大好評。

●12月5日(月)
　札幌ＩＲＩＳゾンタクラブチャリティ
　ビンゴパーティ
　　例年のように200名のお客様をお迎え
　し、お陰様で多くのゾンシャン、日頃
　ＩＲＩＳを支えてくださっている地元の
　方々と共に、今年も盛大に開催すること
　が出来ました。奉仕金贈呈、恒例のビン
　ゴゲームと楽しむことが出来、活動の報
　告書も配布することができました。

秋田ゾンタクラブ

●２０１７新春チャリティ･ランチコン
　サートにおけるチャリティについて
　１月１６日付『秋田魁
　新報』に「秋田ゾンタ
　クラブ 県内３人に奨励
　賞　社会貢献活動に尽
　力」という見出しで
　掲載されました。

札幌Ⅱゾンタクラブ

山形ゾンタクラブ
●12月4日(日)
　「ZONTA  SAYS  NO｣キャンペ－ン
　 活動 AM11時～12時、山形駅自由通路
　 にて ｢山形ゾンタクラブは 女性と女児へ
　 の暴力に NOと言います｣のPR活動を行
　 いました。今回初めての取り組みでした
　 が、委員会が中心となり、胸から吊り下
　 げるPOPを作成、会員7名が参加し、
　 650枚のチラシ＆ティッ シュを配って
　 完了しました。 (12/5山形新聞朝刊に掲載）

●小林会員の総務大臣表彰受賞
　を祝って、例会後にお祝いの
　会を開催

会員から花束を受け取る小林会員
　

●11月26日(土)　 
　 Zクラブと共に｢Zonta Says No｣キャンペーン
　 を実施致しました。
　 クラブとして初めてのＳＡＹＮＯキャンペーン
　 の取り組みでしたが、有意義な時間でありまし
　 た。会員の参加が極めて少なく残念でした。

●12月3日(土)
　第10回チャリティークリスマスパーティ
　を開催しました。
　福島市長はじめエリアⅠAD岩井紘子様、
　仙台Ⅰゾンタクラブ会長岩崎恵美子様 
　他4名の会員の方々に参加していただき
　140名の皆様と共に楽しいひと時を過ご
　しました。今回も皆様のご厚意による
　チケット代、ビンゴカードの売上の一部
　を福島県立図書館、市立図書館に奉仕い
　たしました。
　福島ゾンタクラブ創立
　以来継続事業として
　続けている児童図書
　の寄贈が今年もでき
　たことは、会員に
　とって嬉しいかぎ
　りでした。

●3月27日(月)　 
　 第15回スプリングコンサート
　 京王プラザホテルプラザホール
    17 :30～バザー　
    18 :00～開場・ティータイム　
    18 :30～開演
　 出演者　田中望未(ピアノ)、
　　　　　  三輪主恭(バリトン)、
　　　　　  佐藤友美(フルート)

● 月 日(火）12 20
　 クリスマスコンサート
　「冨大吉」
　　丹野富美子（マリンバ）
　   大河原真歩（ソプラノ）
　　吉田彩（ピアノ）
　   による演奏新年会
　

福島ゾンタクラブ
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