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ご挨拶
国際ゾンタ２６地区エリア１

エリアディレクター　岩井紘子

AD訪問1号として1月15日秋田ZCチャリティ・ランチ・コンサート参会、次いで2月2日に山形ZC。2月17日は福

島ZCの例会を訪問させて頂き、5月14日、小樽ZCチャリティコンサート＆ランチ参会を兼ねたクラブ訪問を行いま

した。その後、5月20日のエリア1エリアミーティング、6月18日、山形ZC創立10周年記念式典を挟んで、7月

11日には釧路ZC、翌12日には札幌ⅠZC、そして7月19日に函館ZCの例会に訪問させて頂きました。

トピックス・表彰

新入会者・退会者報告

AＤ活動報告および今後の予定

エリア通信第6号発行

入　会 退　会

　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　

6月～7月の行動

8月～9月の行動予定

 6月  1日(木)
松本ZC　信州岩波講座/まつもと2017　‘下り阪を降りる’　上野千鶴子　まつもと市民・芸術館にて
柴田やすたか杜の都ランチコンサート　ライブドームスターダストにて
山形ZC　創立10周年記念式典・祝賀会　メトロポリタン山形にて　　翌日　エクスカーション　黒沢温泉喜三郎・サクランボ刈ツアー
山梨ZC
仙台ⅠZC　被災地訪問ツアー (南三陸旧防災庁舎，さんさん商店街，戸倉地区，旧大川小学校，女川シーパルピア，石巻門脇 等)
釧路ZC　ADクラブ訪問
札幌ⅠZC　ADクラブ訪問
函館ZC　ADクラブ訪問

エリア通信第6号発行
札幌ⅡZC　ADクラブ訪問
盛岡ZC　ADクラブ訪問

★ 木原 由貴       函館ZC   2017年   6月1日  

★ 小山 正子　　釧路ZC   　2017年  5月

第5回地区理事会　ニュー八重洲北口店貸会議室にて

 6月  3日(土)
 6月  4日(日)
 6月18日(日)
 6月24日(土)
 7月  9日(日)
 7月11日(火)
 7月12日(水)
 7月19日(水)
 7月29日(土)

 8月  1日(火)
 8月30日(木)
 9月13日(水)

— 仙台Ⅰゾンタクラブ —

　　　　　★ 宮城学院高等学校　武田真由子さん（高２）YWPA奨学金　地区賞受賞

★ 元村 佳恵　　仙台ⅠZC　2017年  6月30日
★ 佐藤 満里子    釧路ZC   2017年   6月1日  
★ 岩間 由美子    釧路ZC   2017年   6月1日  

大小様々な例会形態ではありましたが、食事を挟んでの2時間前後の例会は、実力のある会長を中心に経過報告並び

に会計報告、スケジュール、イベント企画等の打ち合わせ、各委員長中心とした会議運営がなされておりました。そ

れぞれ実情も異なり様々な問題や悩みを抱えているとは思いますが、共通するところは皆さんがゾンシャンとしての

誇りをもって例会に臨まれていることでした。

クラブ訪問では会員数の減少やクラブ運営の大変さについても伺いました。特に人数の少ないクラブはご苦労も多い
と思いますが、地区大会や横浜大会を目指して、あるいは周年行事を目標に、遠い大きな目標ではなく、近い未来の
はっきり見える地点を目印にして、それぞれ前を向いて進んでおられます。そうした姿勢と、ゾンタの精神に誇りを
持って、仲良く楽しみながらクラブを運営なさっている様子をつぶさに拝見し、非常な感動を覚えずにはいられませ
んでした。ADとして大変よい勉強をさせていただきました。

最後にAD訪問させて頂いたクラブの皆さん、その節は本当にお世話になりました。紙面をお借りして御礼のご挨拶と

させて頂きます。有難うございました。

国際ゾンタ日本航空高校Zクラブ認証状伝達式・祝賀会　　日本航空高校J-ShipHollおよびガーデン・レストランカンパーナにて

— 盛岡ゾンタクラブ —

　　　　　★ 山内 亮子会員が日本薬剤師会より 職能高揚と後輩指導などに尽力し、会の発展に寄与したとの事で

　　　　　　 「日薬有効賞」を授与されました。　（4月1日付　6月8日伝達）



  クラブ報告：6～7月

★クラブ活動報告
  6月  6日 役員会

－  仙台Ⅰゾンタクラブ　－

山形ZC10周年記念式典・祝賀会  9名参加

日本航空高校Zクラブ認証状伝達式・祝賀会  2名参加

会長：岩崎恵美子 会員数：３6名

－  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

　

－  函館ゾンタクラブ　－ 会長：池亀睦子 会員数：２2名

★クラブ活動報告

　

－  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：24名

★クラブ活動報告

－  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

　

6月18日

　　

　　自立の家「お菓子販売」協力

  6月24日

役員会  7月  4日

奉仕委員会主催　被災地訪問ツアー開催  12名参加  7月  9日

  6月14日 例会 ：会長就任式　会長挨拶、新年度方針
    2016-2017年度決算及び監査報告、2017-2018年度予算審議
　 クラブカレンダー発表、新年度各委員会活動計画

  7月12日

  6月  7日 理事会 ：２０１７年度予算案決定

例会6月21日

  7月  5日

  7月19日

  6月14日 総会、役員理事会
山形ZC　創立10周年記念式典･祝賀会　2名出席6月18日

例会6月21日

山梨ZC　日本航空高校Zクラブ認証伝達式　2名出席6月24日

役員理事会7月12日
  7月19日 例会

Zクラブ(北星学園女子中学高等学校)訪問　5名出席

  6月13日 例会 ：総会—2016年決算報告・2017年事業計画、予算

山形ゾンタクラブ10周年  3名参加6月18日

理事会  6月28日

山形ZC10周年記念式典　3名出席 (引地副会長・堀子会員・村上会員)6月18日

6月21日

　 2017年度の活動予定　(次回に持ち越し)　 出席率：57％

7月19日

★イベント案内
第43回チャリティービンゴパーティ (ホテル 函館 ロイヤル)8月26日 　

  6月20日 例会・総会

　

 ：2016年度の活動の振り返り6月例会

  7月21日

例会  7月12日

例会 ：岩井ＡＤクラブ訪問　卓話：クラブ運営の現状と提案
　 地区大会について、イベントについて

（写真別添付）

 ：地域奉仕の再検討・2017年度の活動について7月例会

  7月18日 例会 ：「国際ゾンタを学ぶ」お勉強会　講師：山本蒔子会員　　自立の家「お野菜販売」協力
　　

 ：地区大会説明　８月開催ビンゴパーティの説明
　 ８月例会での卓話について説明
　 オーストラリアエアークラブ会員カレンさん参加

理事会 ：地区大会の詳細説明　ビンゴパーティーの詳細説明

例会  ：岩井ADのクラブ訪問　規約改正案に関しての討議
　 岩井ADによるゾンタの奉仕活動とアドボカシーの勉強

フォレスタコンサート in 函館 （函館芸術ホール）9月  7日

（写真別添付）

－  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
  6月12日 2017年度総会、新期例会、各委員長発表

（写真別添付）

（写真別添付）

★イベント案内
『鍵盤男子』チャリティーディナーコンサート
　場所：札幌プリンスホテル国際館パミール　チケット代：12,000円

10月13日 　

（写真別添付）

★イベント案内 ★ 札幌Ⅰゾンタクラブ特別協力イベント
　「舞」時計台で観る日舞：札幌ⅠZC岩澤会員による「舞」イベント9月  1日

「輝く女性交流会のおさそい第3回」：女性支援協会に協力しゾンタを知ってもらう9月15日

（お知らせ別添付）

山形ゾンタクラブ１０周年記念式典出席 (２名)  6月18・19日 （写真別添付）
  7月10日 例会 ：卓話　　どさんこ海外協力会・大泉　樹　

　 ネパール支援経過報告



　

－  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

　

－  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

－  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

－  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

－  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

　

  6月14日 ６月理事会・例会

  6月18・19日

  7月12日

山形ゾンタクラブ創立１０周年記念式典・祝賀会に４名出席

例会7月17日  ：地区大会について

  7月29日

8月21日

2017年度福島ゾンタクラブ総会  6月16日

山形ゾンタクラブ設立10周年記念式典に出席  5名参加6月18日

理事会・例会7月21日

例会：  6月  8日

例会：  7月11日

10月25日
外国語、日本語スピーチコンテスト企画11月
講演　観察所人権問題について

第10回定期総会ならびに定例会  6月  1日

10周年実行委員会、前日会場最終確認6月5・12・17日

10周年記念式典・祝賀会6月18日

エクスカーション(さくらんぼ狩り)6月19日

イオン天童店にて黄色いレシ－ト活動　計7名参加  6月11日・7月11日

10周年記念寄附寄贈：県立図書館へ打ち合わせ  7月  5日

定例会7月  6日

　

第19回チャリティフェスティバル開催

10周年記念 県立図書館へ児童図書寄贈  6名参加、　理事会7月20日

特別養護老人ホ－ム「清幸園」訪問7月28日

小樽潮まつり　ねりこみ審査

 　総会準備、旧役員会　6/14第19回2016年度総会　事業報告収支決算報告、
　 2017年度事業計画案　収支予算案　新役員一部改正　新会員2名入会　
　 

 　AD岩井紘子さんをお迎えしてクラブ勉強会

 ：「福島市政施行110周年」に協賛
　　継続事業「きらら」「陽光園」訪問についての話し合い
　　第11回チャリティークリスマスパーティの演奏者についての話し合い
　　児童図書読書感想文コンクールについての話し合い
　　国際ゾンタ26地区手続き規則案についての話し合い

 ：  児童図書読書感想文コンクールについての話し合い
　　第11回チャリティークリスマスパーティの準備
      11/8ゾンタディー記念ライトニングについての話し合い

 ：①ガバナー通信６号、エリア通信６号学習　
　 ②国際規約改訂および手続き規則等について検討
    ③アメリアイアハート奨学金受賞者確認
    ④エリアミーティング決算途中経過報告
    ⑤新入会員候補者について情報交換
    ⑥９月ギフトフェア開催計画　　その他財務報告　　出席10／13名

7月理事会・例会 ：①山形ゾンタクラブ創立１０周年記念行事参加報告
　 ②国際ゾンタ100周年記念委員会委員名簿　
　　  国際ゾンタ２６地区役員一覧及び次期役員、指名委員候補者の確認
　 ③JMK奨学金応募について検討
　 ④アドボカシー委員会報告学習　
　 ⑤地区大会クレデンシャル登録　参加申し込み
　 ⑥２４時間テレビ支援について検討
　 新入会員候補者ゲスト例会参加　１名

11月

　

★イベント案内
9月23日 秋田ゾンタクラブ・ギフトフェア開催　　会場：秋田市拠点センター・アルヴェ

例会 ：国際の活動についての勉強会予定

　

★イベント案内
11月 継続事業「きらら」「陽光園」訪問　チェリーブロッサムクワイアによるミニコンサート
12月 1日 国際ソロプチミスト福島クリスマスパーティに出席
12月 2日 第11回福島ゾンタクラブチャリティークリスマスパーティ

７月例会、８月例会にゲスト参加を呼びかけ、２名参加の予定。会員増強を図る

釧路ユネスコ協会総会出席（会長）

春採湖ハマナス植樹手入れ
釧路保護司会主催「社会を明るくする青少年育成カルタ大会」後援・ゾンタ賞（３名）

（写真別添付）

（写真別添付）

（写真別添付）

10周年記念式典寄付：天童市「げんキッズ」へ玩具寄贈7月31日

　

（写真別添付）



★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

● 月 日(水)7 12
　岩井ＡＤクラブ訪問：卓話　
　そしてクラブメンバーと共に

●7月9日(日)
　奉仕委員会主催　被災地訪問ツアー開催
　会員11名他2名 合計13名でツアーを開催
　いたしました。
　現地に行かなくては感じることのできない事を
　感じ、学んでまいりました。とても実りのある
　ツアーでした。
　

塩釜ゾンタクラブ

札幌Ⅱゾンタクラブ

山形ゾンタクラブ

●6月18日(日) 10周年記念式典・祝賀会、
   6月19日(月)  エクスカ-ション
　式典には会員含む87名参加 ( 26地区20クラブから58名)
 　ゾンシャンの皆様に美味しい山形を充分味わっていただきました。

●7/20(木)
  10周年記念・県立図書館へ
　児童図書寄贈「世界のともだち
　全36巻」（第64回産経児童図書
　出版文化賞・大賞2017年受賞）
　と、読み聞かせ用の大きな絵本
   5冊、計10万円分の寄贈を行い
　ました。予算が少なく購入でき
　ずにいた本を揃えることができ
　たと大変喜ばれました。

釧路ゾンタクラブ
●7月11日(火)
　AD岩田紘子様をお迎え　例会の議題に沿って
　勉強会。岩井ADよりアドバイス受け大変参考
　になりました。
　又、夕食を取りながら自己紹介、記念に写真を
　撮って笑顔でパチリ！！

函館ゾンタクラブ

●7月19日(水)
　岩井ADクラブ訪問 (通信書記水野撮影)
　楽しい時間でした

札幌IRISゾンタクラブ
●山形ゾンタクラブ１０周年記念式典、
　記念講演会出席　
　クラブの皆様の素晴らしいおもてなしに
　とても感激して帰ってまいりました。
　有難うございました。サクランボも
　美味しかった～！

●山形ZC10周年記念式典　
　実行委員長阿部節子様と塩釜ZC参加会員

秋田ゾンタクラブ

●10月13日(金)　
『鍵盤男子』チャリティーディナーコンサート
　場所：札幌プリンスホテル国際館パミール
　チケット代：12,000円

●7/28(金)
   天童市特別養護老人ホーム「清幸園」ふれあい訪問。
　体を動かしながら歌ったり、紙芝居や花笠音頭などを
　通じて、皆様から元気をいただきました。

6月19日  エクスカ-ション
　　　　 「さくらんぼ狩り」

7月20日  県立図書館にて寄贈式

●6月18日(日) 
　山形ゾンタクラブ 10周年記念式典・記念講演会
　に出席しました。

お知らせ

★「舞」時計台で観る日舞
　　：札幌ⅠZC岩澤会員による｢舞｣イベント　
　　　日時：9月1日(金)　
　　　開演19：00　
　　　場所：時計台ホール　無料

　　：女性支援協会に協力しゾンタを知ってもらう
　　　ゲスト講演：ヤマザキマリ氏　
　　　テーマ：世界を舞台に自分らしく輝くために

　　　日時：9月15日(金) 19：00～21：30　
　　　場所：札幌パークホテル　
　　　会費：6000円(会食込)

★「輝く女性交流会のおさそい第3回」

小樽ゾンタクラブ

福島ゾンタクラブ

盛岡ゾンタクラブ

●6月18日(日) 
　山形ゾンタクラブ 
  10周年記念式典・
　記念講演会に出席
　しました。

7月28日　ふれあい訪問の様子
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