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エリアディレクター 榎本 和 

E-mail:d26area2director@zonta-d26.jp 

 

～ AD便り ～ 
 
 日本の夏は蒸し暑いと言われていますが、今年はより一層辛く感じます。 
低気圧の発生により日本各地に集中豪雨の被害が相次ぎました。まだまだ大変な思いをしておられる皆様に心より
お見舞い申し上げます。 
 
 さる6月24日、山梨ゾンタクラブがスポンサーとなってこられた日本航空高校Zクラブ認証状伝達式に参加させていた
だきました。 
学校の理念に基づき、真っ直ぐに育っている高校生に出会い、心強い、そして、爽やかな気持ちになりました。 
 また、設立されてから2年目の若い山梨ゾンタクラブの会員のみなさまが、お目にかかるたびにゾンタの精神をどん
どん吸収され、行動に移していくそのエネルギーに圧倒され刺激を受けました。私もAD2年目に入り気を引き締めて 
責務を果たしたいと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。 
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 Welcome  to  

                  ZONTA!！ 

新入会員・退会者 

2017/7/31現在 11クラブ 193名 

 
●新入会員  
・内藤裕二様（山梨・6/1付） 
・杉原直樹様（名古屋SORA・6/14付） 
・中村 洋様（松本・6/15付） 
・長縄ちず子様（岐阜・6/16付） 
・島田紀子様（横浜・6/30付） 
 
●退会者 なし 

＜会員増強計画＞ 
５％の会員拡大 

エリア２会員数 

★目標達成クラブ★ 松本ゾンタクラブ 
おめでとうございます!!! 
          ※地区大会で表彰がございます。 
 
また、目標達成には至りませんでしたが 
横浜、東京Ⅱ、名古屋SORA、山梨は会員が1名ずつ増
えました。（2015/8/1⇒2017/6/30） 
ゾンタボーイも歓迎です。 
引き続き、頑張りましょう。 

■ 国際ゾンタ26地区 第14回地区大会 ■ 
2017年10月19日～21日（土） 高松にて 

申込締切：9/9（土） 
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～横浜～ 
 

7/2（日） チャリティーバザー 
会員全員新しいユニフォームで♪ 

 

～松本～ 
 

松本大学GZクラブとの合同例会風景です。 
グループワークのテーマは「女性の働きやすい社会を作る
ために」「世代間ギャップについて」 
働き続けてきた先輩ゾンシャンと、これからの若者で「働き
やすい社会」を考えました。 
また、お互いに感じている世代間ギャップ‼理解し合える機
会となり、お互いの距離が近づけられました。 

～群馬～ 
 

7/2（日）“第5回群馬ゾンタまつり”が 
地元の皆様の協力のもと、盛大に開催されました。 

～岐阜～ 
 

入会式と卓話のひとこまです。 

～横須賀～ 
 

じゃがいも掘りの成果です。 
青空こども会会報にも掲載されました。 

 

～名古屋SORA～ 
 

6/14 新会員の入会式を行いました。 
 

～東京Ⅲより～ 
 

9/30と10/1に「第20回全国シェルターネット シンポジウム」
が東京にて開催されます。 

http://no-more-violence.net/ 
※ 詳細お問い合わせは東京Ⅲまで 

参加者、寄付金 
募集中 



✿クラブ活動報告 
クラブ名 活動内容 

東京Ⅰ 
№492 / 15 

・6/20 例会 バザー打ち合わせ 
・7/15 例会 バザーが地区大会と重なり用意が出来ないため12/10に変更の打ち合わせ 

横浜 
№594 / 17 

・6/18 山形ゾンタクラブ 10周年記念式典 出席2名 
・6/24 山梨ゾンタクラブ 日本航空高校Ｚクラブ加盟認証状伝達式 出席2名 
・7/2 横浜ゾンタクラブ チャリティーバザー開催 

東京Ⅱ 
№1071 / 22 

・理事会：6/1、7/6    例会： 6/8（総会）、7/13 
・6/18 山形ゾンタクラブ 10周年記念式典 3名参加 
・6/24 山梨ゾンタクラブ 日本航空高校Zクラブ認証式 5名参加 
・7/2 群馬ゾンタクラブ 「第5回群馬ゾンタ祭り」 3名参加 
・7/2 横浜ゾンタクラブ ギフトフェア 7名参加 

岐阜 
№1078 / 21 

・6/11 会計監査 
・6/11 臨時理事会 総会準備及び2017年度事業計画案の検討 
・6/16 6月理事会・例会（総会） 
・7/1 臨時理事会 三重県にゾンタを設立することについてのアンケートの報告 
             SOM委員の選出、7月例会について 
・7/3 三重県にゾンタ設立にあたりキーマンに面談 
・7/21 名古屋SORAゾンタクラブとの合同例会 エリア２ 榎本 和エリアディレクターのクラブ訪問 
     新入会員入会式 
     卓話 「アドボカシーについて」 講師 26地区アドボカシー委員長 畑山 喜美枝 様 

松本 
№1522 / 44 

・6/3 信州岩波講座／まつもと2017 上野千鶴子氏「下り坂を降りる」 1104名入場 
・6/15 総会・6月例会・新入会員入会式 
・6/18 山形ZC創立10周年記念式典・祝賀会 2名参加 
・6/24 山梨日本航空高校Zクラブ認証状伝達式・祝賀会 10名参加 
・6/30  SEN姫路ZCとの交流会(クラブ運営について）SEN姫路3名 松本ZC12名 会場：松本 
・7/9 松本大学GZ主催映画祭「地球のステージMATSUMOTO７」1名参加 会場：松本大学 
・7/20 松本大学GZとの合同移動例会・会報43号発行 会場：松本大学 
・7/21 岐阜・名古屋Z合同例会出席 4名  於：岐阜グランドホテル 
・7/28 信州岩波講座／まつもと2017総会 

名古屋SORA 
№1531 / 10 

・6/14 総会・例会 入会式（杉原直樹） 
・6/24 山梨ゾンタクラブ日本航空高校Zクラブ加盟認証状伝達式 3名参加 
・7/9  理事会 
・7/21 岐阜ゾンタクラブとの合同例会 
     卓話 「アドボカシーについて」 講師 26地区アドボカシー委員長 畑山 喜美枝 様  
・7/29 愛・知・みらいフォーラム特別事業 2名参加 

かながわ 
№1598 / 12 

・6/13 2017年度総会及び例会・理事会 2016年度収支決算報告・2017年度事業計画の承認 
・7/11 例会・理事会 

横須賀 
№1665 / 6 

・6/3 松本ZC 信州岩波講座/まつもと2017上野千鶴子さん講演会「下り坂を降りる」 
（70代になるとおひとりさまが多くなる、介護者は誰？本音いっぱい） 
・6/18 地域子育て支援、じゃがいも収穫祭、駅前県有地 
（雨でしたがポテトチップスを揚げてこどもたちはぺろりとたいらげました） 
・6/20 例会（地区手続き規則、地区大会、JMK奨学金、各委員会、料理講習会ほか） 
・7/2 横浜ZCギフトフェア出店 ホテルニューグランド 
・7/18 例会（料理講習会メニュー決定） 
・7/29 榎本ADとエリアミーティング会場下見（メルキュールホテル横須賀）  

東京Ⅲ 
№1677 / 9 

・6/5 理事例会開催 
・7/4 理事例会開催 

群馬 
№1890 / 11 
 

・6/12 例会 
・6/24 日本航空高校Zクラブ加盟認証状伝達式 参加1名 
・6/26 理事会 
・7/2 第5回群馬ゾンタまつり開催 
・7/9 例会 
・7/23 着物でランチをしながらゾンタクラブ推奨活動を行いました 
・7/24 理事会 

山梨 
№1939/ 26 
 

・6/8 会計監査    ・6/9 臨時理事会   ・6/12 Zクラブ認証伝達式打ち合わせ  
・6/15 臨時理事会  ・6/22 認証伝達式リハーサル  ・6/24 Zクラブ加盟認証伝達式  
・6/30 臨時理事会  ・7/6 会員・広報委員会 奉仕・アドボカシー委員会  
・7/13 定例理事会  ・7/20 例会 
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クラブ名 イベント 

東京Ⅰ ・10/22（日）予定の52回チャリティバザーを12/10（日）に変更 ※地区大会と重なるため 

横浜 ・8/23（水） （生活貧困家庭対象）横浜市内小中学生30名野球観戦招待（横浜スタジアム） 
・10/19（木）～10/21（土） 地区大会（高松）出席予定 

岐阜 ・9/22（金） 公開例会「楽しくな～る奉仕！！」 
         講師 NPO法人ぎふ・コートジボワール 理事長 杉山 利夫氏 
                〃                 カク・ブル・ジョージ氏 

松本 ・9/21（木） SDGs goalⅤ 学習会 
・10/19（木）～21（土） 地区大会出席 
・10/29（日） 移動・SEN姫路ZC合同例会 安曇野 穂高城 

かながわ ・8/21（月） 暑気払い会員親睦会 会員宅にて。 
・9/12（火） 例会卓話：カトリック修道会DVシェルター礼拝会の宮下慧子様に現況を伺う。 
・10/10（火） 例会・理事会 クリスマスチャリティーコンサート案内開始 
                  出演 琵琶奏者 櫻井亜木子氏による平家物語と解説 

横須賀 ・8/20（日） 料理講習会 横須賀市福祉会館6階調理実習室 10時～13時 
「暑さに負けない！」 
（豆腐料理、山形のだしのせ冷奴、入り豆腐、枝豆とマンゴーの白和え、鶏手羽元酢醤油煮、 
マンゴープリン） 

東京Ⅲ 「子どもたちはなぜ人身取引被害に遭うのか～きっかけとなる様々な要因～」 
日時：9/5（火）9時～ 東京ウイメンズプラザ2階 第二会議室 
講師：NPO法人人身取引サポートセンター ライトハウス 代表 藤原志帆子氏 
参加費：1,000円(資料代として) 
申し込み：yumishihappy@yahoo.co.jp(星野宛) 
 
日本にはないと思われがちの人身取引ですが、実は身近な所で起こっている大変深刻な問題です。 
最近ではAV出演強要やJKビジネス等のニュースでも注目されつつあります。 
なぜこのような事態に陥ってしまうのか？背景にはどのような問題が隠されているのか？ 
現状や問題点を知ることで、私たちに何ができるのかを考える機会にしたいと思います。 

群馬 ・8/5（土）男女共同参画推進による「女性が元気になる映画会」参加予定 
・8/19（土）鐘の鳴る丘 夏まつり露店の手伝い予定 

山梨 ・納涼会（8月予定） 
・ワクワクフェスタ2017バザー出店（10月） 

  

8月 
東京Ⅰ 休会 横浜 23日（水） 東京Ⅱ 10日（木） 岐阜 18日（金） 
松本 17日（木） 名古屋SORA 9日（水） かながわ 休会 横須賀 22日（火） 
東京Ⅲ 1日（火） 群馬 6日（日） 山梨 17日（木）   

  

9月 
東京Ⅰ 16日（土） 横浜 13日（水） 東京Ⅱ 14日（木） 岐阜 22日（金） 
松本 21日（木） 名古屋SORA 13日（水） かながわ 12日（火） 横須賀 19日（火） 
東京Ⅲ 5日（火） 群馬 3日（日） 山梨 21日（木） 

  

10月 
東京Ⅰ 17日（火） 横浜 11日（水） 東京Ⅱ 12日（木） 岐阜 20日（金） 

松本 29日（日） 名古屋SORA 11日（水） かながわ 10日（火） 横須賀 17日（火） 
東京Ⅲ 3日（火） 群馬 1日（日） 山梨 19日（木）   
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