
◆東京Ⅰ・・・3/18（土）12時～ 京王プラザホテル 
プラン・インターナショナル・ジャパン理事長 池上清子様講演（昼食会）テーマ未定 
プラン・ インターナショナル・ジャパンは、子どもとともに途上国の地域開発を進める国際NGO。  
池上清子氏 2002年から2011年まで国連人口基金東京事務所長を務める。 
外務省ODA評価有識者会議委員、内閣官房長官諮問機関アフガニスタンの女性支援に関する懇談
会メンバーなどを歴任。 
 
◆横浜・・・3/8（水） ローズディかものはしの卓話 
 
◆東京Ⅱ・・・クラブ内勉強会  テーマ「東京の支援センターの現状把握」 
 
◆岐阜・・・3/5（日）チャリティーバザー2017 会場：岐阜グランドホテル 
 
◆松本・・・3/5（日）2017ローズディイベント「性被害って、なあに？」講演とパネルディスカッション 
       会場：あがたの森文化会館 10:00～12:00 
        3/16（木） 移動例会（松南公民館） ローズディ食事 
 
◆名古屋SORA・・・3/8（水）卓話「性暴力被害者保護施設の実状を知る」 
           名古屋第二赤十字病院 副院長・看護部長 片岡笑美子様 
 
◆かながわ・・・3/8(水）卓話「子供の貧困問題」「かながわ男女共同参画プランの現状」など  
           横浜市会議員 川口珠江氏 
 
◆横須賀・・・2/19（日）10時～13時 料理講習会「野菜がいっぱい、やさしさ いっぱい」 
（メニューは新タマネギのカプチーノ風スープ、スペアリブトマトとオリーブ煮込み、温野菜サラダ、黒豆
むしぱん）参加者に女性や女児へのNO DVキャンペーンを呼びかけます。 
 
◆東京Ⅲ・・・3/13日（月）19時～ 東京ウィメンズプラザ「（仮）親子断絶防止法案についての問題点 
についての勉強会」講師 女性ネットSaya-Saya 代表 松本氏 理事 田村氏 
 
◆群馬・・・2/25（土）Ｍサポふれあい祭りでの茶会の開催 
 
◆山梨・・・未定 3月～4月頃  （株）てっぺん代表取締役大嶋啓介氏講演会 
テーマ「人を育てるチカラ」 サブテーマ「夢を実現できる社会にするために今すべき大切な事」 
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AD便り ～ローズディ～ 
いつのまにか正月も明け、 全国的に雪が降りインフルエンザが猛威をふるい日本列島を駆け抜けます。しかし
大寒も過ぎ、梅の蕾がうっすらとピンク色に染まり、春の気配も感じます。 
各クラブではローズディイベントに様々な企画を立ておられ楽しみです。さて3月8日をローズディにしたのは何故
でしょうか？さかのぼる事、1904年アメリカ合衆国ニューヨークで女性労働者が参政権を要求してデモを行いま
した。その後日本では1923年に社会主義フェミニスト団体が集会を開催、国連は国際婦人年(1975)の3月8日を
国際婦人ディと決め国際ゾンタもこの日をローズディとしました。 
各地域で歴史上素晴らしい役割を担ってきた一般の女性達によってもたらされた前進、変化への要求、 
そして勇気と決断を称える日です。一人一人行動する事によって何か得ることがあるのではないでしょうか。 
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ローズディ イベント 



クラブ トピックス 

～東京Ⅲ～ 
 

12/9 支援団体へ寄付金贈呈を行いました。 

～松本～ 
「アメリア・イアハートデー記念パフォーマンス」 
アメリア・イアハートについて再確認をし、 
全員でアメリア・イアハートに敬意を表して 
紙飛行機を飛ばしました。 

～群馬～ 
12/18 和服で群馬フラワーパー散策＆食事会を 
開催し、ゾンタ推奨活動を行いました。 

～横浜～ 

12/14開催されたチャリティコンサートの話題が 
神奈川新聞に掲載されました。 
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～松本～ 
 
忘年会のひとコマです。楽しい様子が伺えます。 

～東京Ⅱ～ 

12/4 ピアニスト大井健氏を招き女性障害者活動支援
「エンジェル基金」チャリティーコンサートを開きました。
前半は優雅な素晴らしい演奏にうっとりし、後半はサプ
ライズゲストに「鍵盤男子」の中村匡宏氏との連弾でま
るでオーケストラを聴いているようなダイナミックな演奏
で大いに盛り上がりました。 



クラブ活動報告（12月・1月） 
クラブ名 活動内容 

東京Ⅰ 
№492 / 16 

・12/20 18時30分～ 忘年例会JAZZコンサート 於：京王プラザホテルムーンライト 
・1/28 12時～1月例会 Ａ・イアハートデー記念新春サロンコンサート 於：会員宅 

横浜 
№594 / 17 

・12/14 クリスマスチャリティコンサート 
・12/13 神奈川ZC クリスマスチャリティコンサートに出席 
・1/11 横浜ZC 新年会 

東京Ⅱ 
№1071 / 22 

・理事会：12/1、1/12  例会：12/8、1/19 
・12/1 UN Women日本協会のシンポジウムに2名出席 
・12/4 第5回女性障害者活動支援「エンジェル基金」コンサート開催 
・12/7 岐阜ZC主催の「チャリティーの夕べ」に2名参加 
・12/10 大津ZC主催のクリスマスコンサートに1名参加 
・12/14 横浜ZC主催のクリスマス・チャリティーコンサートに6名参加 
・12/16 ジョエル・タンギーUN Women戦略パートナーシップ部局長とミツシ・ダス本部シニア・パートナー
シップ・スペシャリストとのミーティングに2名参加 
・12/20 東京ⅠZCの忘年例会に2名参加 
・1/19 例会 アメリア・イアハート・デーとしてアメリアについての勉強会 
・1/28 アドボカシー・奉仕 合同委員会に2名参加 

岐阜 
№1078 / 22 

・12/7 チャリティの夕べ2016 出演者：LEGENDによるコンサート 会場：岐阜ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ ﾛｲﾔﾙｼｱﾀｰ 
・12/16 12月理事会・例会 チャリティーバザーの内容について見直し 検討委員会から提案のあった新
しい試みを取り入れることを承認。 
・1/13 臨時特別委員会（内規見直し） 
・1/20 1月理事会・例会 新年お楽しみ会（新春落語・福引き） 

松本 
№1522 / 43 

・12/5 地域福祉貢献 市民タイムス「思いやりBOX」へ寄付金贈呈 
・12/10 青少年サポーター研修会参加（4人） 
・12/13 かながわZC クリスマスランチタイムチャリティーコンサート参加（3人） 
・12/15 12月移動例会・忘年会（ホテル玉の湯） 
・12/20 アルズグリ・トルソンさん（松本大学ＧＺ会員）との懇談会「ウイグル族の世界」アドボカシー委員会 
・1/17 信濃毎日新聞社主催長野県文化・芸術・スポーツ団体新春パーティー出席（2人） 
・1/19 1月例会・会員卓話（八田）「色いろいろ」                    
アメリア・イアハートデー記念パフォーマンス  会報42号発行 
・1/23 岩波書店本社新年表敬訪問（4人） 

名古屋SORA 
№1531 / 9  

・12/7 岐阜ZC チャリティーの夕べ「LEGEND」5名参加 
・12/23 理事会、加藤登紀子ほろ酔いコンサート参加 6名参加 
・12/22 名古屋第二赤十字病院「なごみ」訪問 3名参加 
・1/7 エリアミーティング実行委員会     ・1/22 理事会 

かながわ 
№1598 / 12 

・12/13 クリスマスチャリティーランチコンサート開催。大庭照子様出演。於：ﾖｺﾊﾏｸﾞﾗﾝﾄﾞｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ
DVシェルター「礼拝会」、中途障害者支援施設「根っこの会」へ寄付金贈呈 
・12/14 横浜ZC チャリティーコンサートへ2名出席 
・12/20 障害者施設本牧活動ホームを訪問し、寄付金贈呈 

横須賀 
№1665 / 6 

・12/4 東京ⅡZC エンジェル基金チャリティコンサート「鍵盤の貴公子―大井健」（ｻﾝﾄﾘｰﾎｰﾙ） 
・12/14 横浜ZC クリスマスチャリティコンサート（ﾎﾃﾙﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ） 
・12/20 例会 ﾛｰｽﾞﾃﾞｨｲﾍﾞﾝﾄとｴﾘｱﾐｰﾃｲﾝｸﾞ準備について 例会終了後、横須賀メルキュールホテル交渉 
・1/17 例会 料理講習会準備、ﾒﾆｭｰ決定、UN Womenの参加者募集、男女共同参画のｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞ募集 

東京Ⅲ 
№1677 / 13 

・12/9 理事例会、「支援先報告会・意見交換会・寄付金贈呈」 
 支援先報告会「虐待が増え続けている現状、その問題と抑止する方法とは？」 
 ：カリヨンこどもセンター「被害者の実態 最近の傾向と家庭問題」 
 ：しながわチャイルドライン「当事者から発せられる虐待の実態」 
 ：女性ネットSaya-Saya「当事者が立ち直るために必要なこと(立ち直りを阻害する因子は何か)」 
 →「親子断絶防止法案」についての重大な懸念があるとのこと。今回参加できなかった久永区議会議員 
 に懸念材料を伝え、矢倉参議院議員・高木美智代衆議院議員へ繋げた。 
・1/11 理事例会 

群馬 
№1890 / 11 

・12/11 例会   ・12/21 理事会     
・1/15  例会   ・1/25  理事会 

山梨 
№1939/ 25 

・12/9 理事会                   ・12/15 移動例会 
・12/22 乳児院ひまわりクリスマス会参加  ・12/22 Zクラブ設立準備委員会説明会 
・12/26 Zクラブ登録申請             ・1/13 理事会 
・1/21 例会 新年会（移動例会）内藤氏講演会    ・1/28 奉仕アドボカシー合同委員会参加2名 
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クラブ名 イベント 

東京Ⅰ 
・2/21（火） 例会にて2015年度奨学生 島田育美さん出席。 
外務省主催国際問題プレゼンテーション・コンテスト最優秀賞を受賞報告 
群馬県立女子大学 国際コミュニケーション学部 国際ビジネス課程４学年在学中 

横浜 
・2/8（水） 後見人のアドボカシーについての卓話 山川英夫弁護士 
・3/8（水） ローズディかものはしの卓話  

東京Ⅱ 
・3/12（日） 「第34回補助犬育成のためのチャリティーコンサート＆ビンゴの集い」に加藤登紀子さん
を招き午前11時から京王プラザホテル エミネンスホールで開催する。 

松本 
・2/5（日） 「松本城を世界遺産に」実行委員会メンバーとしてトークショーに参加 
・2/16（木） 奨学生（高柳 唯）卓話 

名古屋SORA 
・2/26（日）第19回チャリティービンゴパーティー（東急ホテル） 
・4/16（日）第8回エリア２エリアミーティング（東急ホテル） 

かながわ ・3月のローズディイベントとして例会卓話を予定。 

東京Ⅲ 
・3月～4月  
栗林都議会議員報告会「(仮)女性や子どもへの暴力に対する東京都としての対応と今後の展開」 

群馬 ・2/25（土） Ｍサポふれあい祭りにて和服でお茶のおもてなし。 

  

2月 
東京Ⅰ 21日（火） 横浜 8日（水） 東京Ⅱ 9日（木） 岐阜 17日（金） 
松本 16日（木） 名古屋SORA 8日（水） かながわ 14日（火） 横須賀 21日（火） 
東京Ⅲ 2日（木） 群馬 12日（日） 山梨 16日（木）   

  

3月 
東京Ⅰ 18日（土） 横浜 8日（水） 東京Ⅱ 9日（木） 岐阜 17日（金） 
松本 16日（木） 名古屋SORA 8日（水） かながわ 14日（火） 横須賀 21日（火） 
東京Ⅲ 3日（金） 群馬 12日（日） 山梨 16日（木） 

  

4月 
東京Ⅰ 18日（火） 横浜 12日（水） 東京Ⅱ 13日（木） 岐阜 21日（金） 

松本 20日（木） 名古屋SORA 12日（水） かながわ 11日（火） 横須賀 18日（火） 
東京Ⅲ 未定 群馬 9日（日） 山梨 20日（木）   
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 Welcome  to  

                  ZONTA!！ 

新入会員・退会者 

エリア２会員数 

2017/1/31現在 11クラブ 196名（±0） 

●新入会員 岐阜 西尾 英子様（12/1付） 
 
 
●退会者 横浜 後藤竜子様（1/11付）  


