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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

   8月は台風7,9,10,11号、9月は12,13,14,16号という台風影響下、大気不安定によるゲリラ豪雨や暴風雨で全国各

地大変な災害に見舞われ、ゾンタの皆さんを按じている間に、夏が通り過ぎ、旅愁を掻き立てられる紅葉の美しい季節

になってしまいました。皆さん今夏をどう過ごされましたか。
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AＤ活動報告および今後の予定
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8月～9月の行動

10月～11月の行動予定

 8月  1日(火)
札幌ⅡZCクラブ訪問　京王プラザホテル札幌
小樽ZCエリアミーティング打ち合わせ　千歳空港内

大津ZC　世界の女性と子どものためのチャリティコンサート　加藤登紀子トークショー 出席　琵琶湖ホテル
塩釜ZCクラブ訪問　グランドパレス塩釜

札幌ⅡZC　鍵盤男子チャリティディナーコンサート 出席　札幌プリンスホテル国際間パミール
ソニア国際会長歓迎夕食会　出席
第６回２６地区理事会　出席

★ 鈴木 リチ子       秋田ZC   2017年   9月13日  

 8月30日(水)
 8月31日(木)
 9月  7日(木)
 9月13日(水)
 9月19日(火)
 9月20日(水)

 10月13日(金)
 10月18日(水)
 10月19日(木)

　ADとして8,9月は、久々の成瀬会長お出ましと、会長代行の副会長を会員皆さんで支え会う活発な会運営をされてお

られた札幌ⅡZCや、会員個々の活動にも協力的な懐大な盛岡ZCや、和気あいあいとした塩釜ＺＣを訪問させて頂き、

どのクラブも会員増強、地区行事への対応策等熱心に取り組まれておられ、頼もしく感じられたものでした。

　　明けて来年5月12日、小樽ZC主幹でエリア1エリアミーティングが開催され、6月29～7月3日は、いよいよ第

64回国際ゾンタ世界大会横浜大会です。立て続けに重要な大会が行われます。今の内からスケジュール調整宜しくお

願い致しますとともに、年度末に向けて様々なクラブイベント企画等で多忙になられるでしょうが、御身体に気を付

けて頑張って下さい。

函館ZC　チャリティコンサート　フォレスタコンサートin函館 出席　函館市芸術ホール
盛岡ZCクラブ訪問　盛岡グランドホテル

第１４回地区大会in高松　JRホテルクレメント高松 出席 10月19～21日
地区大会エクスカーション　出席 10月22日(日)

エリア通信第８号発行 10月  1日(日)

特になし

　いよいよ、来年6月開催の日本に於ける国際ゾンタ世界大会を控えての、第14回26地区大会in高松が目前に迫って

参りました。ソニア・ホーニック・ショー国際会長、ウィニー・ティ国際会員委員長さま等をお迎えしての地区大会で

す。審議の票決や次期26地区役員選挙がなされますが、国際ゾンタ財団への寄付、再来年度迎える国際ゾンタ100周

年記念事業基金への寄付をソニア国際会長に直接寄贈する機会があります。財団大使の千さん、100周年記念委員長

山崎さん（エリア1担当は盛岡ZC赤坂さん、札幌ⅡZC三宅さん）等の頑張りにもクラブ又は個人として協賛したいと

存じます。ご協力お願いします。



  クラブ報告：8～9月

★クラブ活動報告
  8月  1日 夏の委員会（アドボカシー委員会）

－  仙台Ⅰゾンタクラブ　－

夏の委員会（会員・企画合同委員会）

夏の委員会（奉仕・国連国際合同委員会）

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

　

8月22日

　　

  8月29日

役員会  9月  5日
  9月19日

  8月  9日 移動例会 ：地区大会について、イベントについて、例会後 札幌パークホテル「桃源郷」にて四川料理を楽しむ
  9月  1日

  8月  9日 理事会 ：チャリティービンゴパーティーに関する確認等

例会8月16日

  8月23日 役員理事会
例会　岩井紘子AD クラブ訪問8月30日

Zクラブ (北星学園女子中学高等学校) 訪問　2名出席8月31日

役員理事会9月13日

Zクラブ (北星学園女子中学高等学校) 訪問　2名出席9月19日
  9月20日 例会

  8月  9日 納涼会（懇親会・ミニオークション）
 ：11月の外国人による日本語スピーチコンテストについて理事会8月30日

社会福祉法人嶋福祉会(障がい者自立支援施設)さくら学園訪問し支援金をお届けした  
 

8月  2日

8月  2日

8月23日

　

  8月26日 夏の委員会（財務、監事、広報合同委員会）

　

社会福祉法人あしたば福祉会(生活介護事業)あすなろ訪問して支援金をお届けした

役員会 ：当日イベント、１５日イベント説明、地区大会について

 ：クラブの活動報告と地区大会出席に向けて
     報告：26地区YWPA委員長としての1年の動き (中野会長)　出席率：71％  
     10月地区大会出席に向けてクラブ奉仕検討

8月定例会

例会 ：仙台自立の家「お野菜販売」協力

　　

（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
　チャリティーディナーコンサート「三味線で奏でるクリスマスの夕べ」(仮題)　

現在注目を集めるNiyaの三味線演奏をご一緒に楽しみましょう。　札幌パークホテル　１８：３０開演
12月14日

  9月13日 例会  ：国際ゾンタへの寄付について、今年度イベントについて

  9月15日 輝く女性交流会のおさそい　第三回：特別協力

 売上は 32 ,600円

   3名出席 (中野会長・引地副会長・村上会員)

   3名出席 (中野会長・引地副会長・村上会員)

9月20日  ：岩井紘子エリアディレクターのクラブ訪問「エリアディレクターからゾンタ活動について学ぶ」
　　「100周年クラブ寄付金について検討」　　　　出席率：71 %　

9月定例会

9月23日

 ：「格差・貧困を考える」〝自己責任″を生まない社会へ　講師：井手英策氏(慶應義塾大学経済学部教授) 　　

ジェンダー論公開講座(仙台市男女共同参画推進センター企画)         2名出席 (中野会長・遠藤会員)

（写真別添付）★イベント案内
　チャリティーコンサート開催

「にほんのうたコンサート うたの玉手箱」宮城野区文化センターパトナホール　18時開場　18時30分開演
11月27日

理事会  9月27日

★イベント案内
第27回　外国人による日本語スピーチコンテスト11月  8日

（写真別添付）第16回　クリスマスチャリティービンゴ・オークションの夕べ12月13日
　

  9月  6日 理事会 ：翌日に控えたコンサートの最終打ち合わせ等

例会9月20日

 ：アイヌ民族の人権問題について２回目の卓話で勉強

（写真別添付）

時計台で観る日舞「舞」特別協力、札幌障害者スキー協会への募金をお願いする（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）

（写真別添付）9月13日 例会  ：岩井ADを迎えスピーチコンテストの準備報告
    100周年の寄付をクラブとして2700ドル寄付した
　 岩井ADから地区大会の内容の説明を伺う

第４３回チャリティービンゴパーティーを開催。参加者４２０名。8月26日

  9月  7日 フォレスタコンサートin 函館を開催。岩井ADにもご出席頂きました。　観客数７８０名。

★イベント案内
例会をオープン例会とし、函館在住の弁護士の日頃のボランティア活動についてお聞きする予定。10月13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

　

－  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

　

  8月  9日 8月理事会・例会　

  9月13日

例会8月21日  ：エリアミーティングにむけて準備、男女共同参画日本での経過などの勉強会

  8月31日

9月15日

「遊会」 びっき沼の空カフェ及び猫魔ホテルにて移動例会  8月27日

例会9月15日

例会：  8月  9日

臨時例会：  8月31日

10月24日
卓話（人権について）開催（予定）11月(未定)

小学生英語スピーチ大会開催（予定）

定例会  8月  3日

イオン天童店 黄色いレシ－ト活動　3名参加8月11日

理事会8月24日

10周年記念贈呈品：山大小児科用 「渋谷鯉のぼり」作品2匹 完成9月  3日

移動例会・卓話「地域の活性化とは？デザイン業を通して感じること」  9月  7日

山形県男女共同参画事業「チェリアフェスティバル」実行委員会参加 1名参加  9月  9日

イオン天童店　黄色いレシ－ト活動　2名参加9月11日

　

第19回チャリティフェスティバル開催

理事会9月21日

さんさんクラブへアルミ缶回収協力訪問9月26日

岩井ＡＤと来年エリアミーティングについて検討（平井・小田）

 　チャリティフェスティバル（10/24）開催に向けて討議
　「バイキング式・公告掲載・チケット作成・ポスター・抽選会」
　　① 第１４回地区大会参加者募る
　　② 里親付春採湖ハマナス草取り（次回）へ検討
　　③ 男女平等参画センター（ふらっと） (8/22) 関係機関女性10団体交流会へ参加　会長　副会長
　　④ 国際ライオンズ60周年式典へ出席　会長
　　⑤釧路更生保護女性会名士かくし芸大会出席　会長ほか2名

 　チャリティフェスティバル開催に向けて（アトラクションの件　地元出演者募る）

 ：第14回地区大会における審議事項についての説明
　 デリゲート・オルタネートの選出
   「ゾンタディー」ライトアップについて
 ：  第14回地区大会における審議事項について話し合い
　　障がい福祉センター「きらら」訪問について
　「ゾンタディー」ライトアップについての説明

9月理事会・例会 ：会員増強について　今後のイベント計画

12月(未定)

「輝く女性交流会」（札幌Ⅰ）出席（平井会長）
 ：エリアミーティングについて準備、経過報告、ローズディについて準備、経過報告

　

★イベント案内
10月17日 障がい福祉センター「きらら」訪問；チェリーブロッサムクワイア
12月 2日 第11回チャリティークリスマスパーティ

例会：

（写真別添付）

  8月26日 ABS２４時間テレビ支援

 ：ゲスト参加1名

  8月 末 九州北部豪雨及び秋田県記録的大雨災害に義捐金
  9月  3日 秋田県男女共同参画センター・ハーモニープラザまつりに出展

  9月23日 秋田ゾンタクラブ・ギフトフェア開催　会場：秋田市アルヴェ
  9月29日 秋田市立山王中学校・ブラスバンド部(秋田ゾンタクラブ・アワード受賞者)演奏会に招待鑑賞

  9月  6日  　チャリティフェスティバル関連について　チケット700枚作成　各会員に (１人50枚) 配布する
　 北海道ユネスコ協会in釧路にて大会開催出席　会長　書記

臨時例会：  9月20日  　広告収集１回目　各後援依頼10社いただく

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
移動例会 （美術館見学、JRホテル日航昼食）  8月20日

例会 （1２月イベント、来年２０周年企画について）  9月11日
　

★イベント案内
クリスマスチャリティビンゴパーティ（ホテルモントレエーデルホフ）12月  4日

（写真別添付）

（写真別添付）

（写真別添付）

9月18日 例会

　

　

★イベント案内
秋田ゾンタクラブ主催：第２１回健康セミナーを開催予定
会場：秋田市中央市民サービスセンター「センタース」３F

10月29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(金)9 1
　時計台で観る日舞「舞」
　：歴史文化遺産で約120名のお客様とともに日舞を楽しむ。
　　特別協力で「札幌障害者スキー協会」様への募金箱をお願いする。

●11月27日(月)
　チャリティーコンサート開催
　「にほんのうたコンサート　
　　　　　　　　うたの玉手箱」

　18時開場　18時30分開演

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

　移動例会・卓話「地域の活性化とは？デザイン業を通して感じること」
　

釧路ゾンタクラブ
●10月24日(火)
　釧路市で第19回チャリティーフェスティバルを開催いたします。
　ビール・ジュース等のドリンクやビュッフェスタイルのお料理の他、
　お楽しみ抽選会もあります。
　ゾンタの皆様もぜひお出掛け下さい。
　お待ちしております。

函館ゾンタクラブ

●8月26日(土)
　第４３回チャリティー
　ビンゴパーティーを
　開催。参加者４２０名

札幌IRISゾンタクラブ

●８月２０日(日)
　移動例会昼食後の、
　会員曰く「内閣そろい踏み」
　写真です

●８月２日(水)　さくら学園訪問　
　

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

●９月３日(日)
　秋田県男女共同参画センター主催ハーモニー
　プラザまつりでは、秋田ゾンタクラブ会員が、
　多くの参加団体のなかで一番若々しく、
　かいがいしくうごき、ゾンタPRに努めました

小樽ゾンタクラブ

福島ゾンタクラブ
●8月27日(日)
　紙とペンを持たない年1回の「遊会」、
　今年は土湯温泉近くの「びっき」で行いました。
　ここは期間限定で市民の方たちが珍しい野菜や
　手作りのアクセサリー、雑貨、お菓子などを
　販売。会員も買い物をしながら古民家カフェで
　お蕎麦を頂きながらいつもとは違った例会とな
　りました。
　

●８月２日(水)　あすなろ訪問

テーマ：世界を舞台に自分らしく輝くために
　
　

●8月9日(水) 
　納涼会（懇親会・
　ミニオークション）

●9月13日(水) 
　例会、岩井ADを迎えスピーチコンテストの
　準備報告、100周年の寄付をクラブとして
　2700ドル寄付した
　岩井ADから地区大会の内容の説明を伺う

●12月13日(水)
　第16回クリスマス
　チャリティービンゴ・
　オークションの夕べ

左から　引地副会長・村上会員・中野会長・さくら学園の皆様

山川施設長(左)　中野会長(右) 左から　山川施設長・中野会長
　　　・引地副会長・村上会員

●会長の補佐役として、
　新たに副会長に岩間由美子さん、
　書記に佐藤満里子さんが就きました。
　私（会長）としては、１年後にアジアで初めて、横浜
　で開催されるゾンタクラブの世界大会に会員皆さんに
　行ってもらい刺激を受けてもらえる事を期待しています。
　佐藤さんは「継続活動を深化させていきたい。小学生
　英語暗唱大会など新しい企画も温めています」と意欲的
　です。岩間さんは「経験豊富な大先輩についていきます」
　と和を大切にしたいとの事です

　宮城野区文化センターパトナホール　
   

●9月7日(木)
　フォレスタコンサートin
   函館を開催。
　岩井ADにもご出席頂き
　ました。
　観客数７８０名

●9月20日(水)
　例会にて、今年度の
　奉仕先９団体のうち
　４団体をお招きし、
　奉仕資金の贈呈と　
　活動報告を頂きました。

ビンゴ賞大当たり。

コンサート入口。

奉仕資金贈呈の一コマ。

　講師 ジーエスデザイン㈱ 代表取締役 福崎真知子氏 (米沢市在住)
　デザインのお仕事を地域の交流に活かし、米沢市と歴史上縁の
　あるスペインとを結ぶイベント企画を提案するなどの内容に、
　驚きと新鮮な感動をいただきました。
　（高畠町・マチャアキの店「永和軒」にて）

●9/7(木)

※釧路新聞社取材記事

　フォーラム：3団体女性経営者
                    (札幌ⅠZC森本会長を含む)が語る。
　約190名のお客様で盛会でした。
　この会をご縁に新入会員を募る。

盛岡ゾンタクラブ

　その後、福島ゾンタクラブ認証伝達式を行った
　旧猫魔ホテルまで足を延ばして青空の下、
　20年前に思いをはせお茶を頂きながら
　森林浴を楽しみ充実した一日を過ごしました。

● 月 日(金)9 15
　輝く女性交流会のおさそい
　：第3回目のイベントに特別協力　
　　ゲスト講演：ヤマザキマリ 氏　
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