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～ AD便り ～ 
 
 
       やっと暑い夏も過ぎ、朝夕めっきり涼しくなりました。 
       今年の夏は気象が荒れ、各地に台風や大雨の被害をもたらしました。 
       また、国外では北朝鮮のミサイル発射実験があり、日本人としては不安でいっぱいです。 
       国内的には第一線の政治の場にいた女性議員の不祥事をとても残念に思います。 
       しかし、これから行われる総選挙で日本国民ひとりひとりの真意が問われることになりましょう。 
       私たちゾンタは国際ゾンタの理念を胸に地区大会に参加し、実りの多いディスカッションが出来れば 
       と願っています。 
       みなさま、地区大会でお目にかかりましょう！！ 
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 Welcome  to  

                  ZONTA!！ 

新入会員・退会者 

2017/9/30現在 11クラブ 193名 

 
●新入会員  
・小瀬木尚美様（名古屋SORA・8/9入会） 
 
●退会者 
・森住千律子様（東京Ⅰ・8/1付） 

エリア２会員数 

■ お知らせ ■ 
 

●国際ゾンタ26地区 第14回地区大会 
10/19(木）～10/21（土）       
会場：ＪＲホテルクレメント高松  
     サンポートホール高松 
 
●国際奉仕賞 

応募締切 10/31（火）  



✿クラブ トピックス✿ 
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～横浜～ 
 
・8/23 横浜スタジアムにて DeNA対広島戦を観戦 
田中選手・後藤選手と子供達との記念撮影 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   スタジアム内での練習見学 

～東京Ⅱ～ 
 

当クラブが命名した子犬アイちゃん（右）がパピーファミリー
へ委託されました。 
8/3に開かれた委託式に9名の会員が参加いたしました。 
アイちゃんが立派な補助犬に育ちますよう願っています。 

～岐阜～ 
 

9/22 公開例会講師へ寄付 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  講師：NPO法人ぎふ・コートジボワール 
 理事長 杉山 利夫様 

              カク・ブル・ジョージ様 
アフリカのコートジボワールの1人の青年との出会いに
よって、岐阜の地から国を巻き込む事業に発展し、さらに
自然発生的に学生たちが自発的に靴の収集を始め、現
在も多くの学校に広がっている事等を伺い感銘を受けま
した。行政や他の団体の力を結集する、これが我がクラブ
が見習うアドボカシーの実例でした。 

～名古屋SORA～ 
 

9/13 例会 卓話「性暴力から見えてくること」 
講師：丹羽咲江先生 

 
 

～横須賀～ 
 
8/20 料理講習会を開催しました。 
神奈川新聞に掲載された募集記事を読んで初めて参加さ
れた3名の方から「また参加したい」との感想をいただきまし
た。大田睦子会長を囲んで仲睦まじく！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          もちろん料理もおいしくできました♪ 
 
 



✿クラブ活動報告 
クラブ名 活動内容 

東京Ⅰ 
№492 / 14 

・8/19 第52回チャリティバザー準備委員会 的場会員宅 
・9/16 9月例会京王プラザホテル 南館サファイア 

横浜 
№594 / 17 

・8/23 施設・子育て支援センターの子供達30人 横浜スタジアムにてDeNA対広島戦を観戦 
・9/19 大津ゾンタクラブチャリティーコンサート出席 

東京Ⅱ 
№1071 / 22 

・8/3 「日本補助犬協会シンポジウム」に9名参加。 
・8/5 「東日本大震災子供たちとのシンポジウム」に1名参加 
・8/10 納涼会（京王ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ内ﾚｽﾄﾗﾝ）群馬ZC飯島百合様とお嬢様がゲスト参加 

岐阜 
№1078 / 21 

・7/28 第1回三重ZC設立SOM委員会 
・8/18 8月理事会・例会 
・8/31 三重ZC設立 第1回ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ開催 会場：鈴鹿医療科学大学白子ｷｬﾝﾊﾟｽ 
・9/8 臨時理事会 
・9/22 9月理事会・公開例会（一般参加者 57名） 
  ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 「ゾンタとは」 一般の方のゾンタクラブへの関心を高める為 
  卓話「楽しくな～る奉仕!!」 講師：NPO法人ぎふ・ｺｰﾄｼﾞﾎﾞﾜｰﾙ 理事長 杉山 利夫様 
                                           カク・ブル・ジョージ様 

松本 
№1522 / 44 

・8/5 信州岩波講座2017（須坂）「激動する世界をどう読み取るか」寺島実郎 3名参加 
・8/17 例会 会員卓話（見村）「地域包括支援センターって？向こう三軒両隣」 
・8/31 三重ZC設立準備食事会（インフォメーションミーティング）鈴鹿市 3名参加 
・9/8 信州岩波講座2017（須坂）「笑う10１歳×2」落合恵子・河邑厚徳対談  3名参加 
・9/19 大津ZC「世界の女性と子供のためのチャリティーコンサート」加藤登紀子 1名参加 
・9/21 例会 会員学習会「SDGs goalⅤについて」アドボカシー委員会 

名古屋SORA 
№1531 / 11 

・8/9 例会   ・8/27 理事会    ・9/10 あいち国際映画祭 5名参加 
・9/13 例会 卓話「性暴力から見えてくること」 講師：咲江レディスクリニック 院長 丹羽咲江様 
・9/19 大津ゾンタチャリティーコンサート（加藤登紀子） 2名参加 

かながわ 
№1598 / 12 

・8/21 暑気払い会員懇親会（会員宅にて） 
・9/12 例会・理事会後 卓話 DVシェルターミカエラ寮 寮長宮下慧子氏に現況を伺う 

横須賀 
№1665 / 6 

・8/20 料理講習会「暑さに負けない！豆腐を使ってまめに生きよう、楽しもう！」横須賀福祉会館調理
実習室（13名参加）夏の暑さに衛生面や食中毒などとても気を遣いました。 
・8/22 例会（地区大会、料理講習会反省点、会計報告、ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ参加、UN Womenｾﾐﾅｰへの参加） 
・8/29 メルキュールホテル横須賀担当者との打ち合わせ 
・9/8 市民まつりフリーマーケットの申込み 
・9/19 移動例会2017UN Women2017ｾﾐﾅｰ【写真】 
「国内外の事例に学ぶ、地域ｺﾐｭﾆﾃｨと女性のﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ」 
石本めぐみ（NPO法人ウィメンズアイ代表理事）男女共同参画ｾﾝﾀｰ横浜ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ 
・9/22 市民まつり出店者会議（フリーマーケット抽選会）商工会館 
・9/30 東京ⅢZC第20回全国ｼｪﾙﾀｰｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ2017in東京（文京シビックホール） 

東京Ⅲ 
№1677 / 9 

・8/1 理事例会開催 
・9/5 理事例会開催  
・9/5 卓話形式の勉強会を開催 
「子どもたちは何故人身取引被害に遭うのか？～きっかけとなる様々な要因～」 
講師：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 
現在日本で行われている人身取引について、アダルトビデオ出演強要やJKﾋﾞｼﾞﾈｽ等、具体的な実例を
伺いながら、なぜこの様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を知
る機会となった。東京Ⅲの会員だけではなく外部からの参加者も加わり、それぞれの意見を出し合い、
大変貴重な勉強会であった。 

群馬 
№1890 / 11 

・7/9（日）例会  ・7/24（月）理事会   ・8/6（日）例会 
・8/19（土）鐘の鳴る丘模擬店手伝い  ・8/28（月）理事会 
・9/3（日）例会   ・9/25（月）理事会 

山梨 
№1939/ 26 ・各委員会・理事会・例会 
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クラブ名 イベント 

東京Ⅰ ・10/19（木）～21（土） 地区大会（高松） 3名参加予定 
・11/18（土） 例会 卓話 中村里香子講師「岸田今日子さん他との出会い 舞台衣装製作を通じて」 
・12/10（日） 第52回チャリティバザー  京王プラザホテル グレースルーム 
                                       【写真】 
・12/19（火） 忘年例会 「タンゴの集い」 京王プラザホテル 

横浜 ・10/19（木）～21（土） 地区大会（高松）参加予定 
・12/13（水） 第52回クリスマスチャリティコンサート 
（ホテルニューグランド） 

東京Ⅱ ・10/19（木）～21（土） 地区大会（高松）9名参加予定 
・10/12（木）もしくは11/9（木） 例会卓話：ＤＶシェルター勉強会（仮） 

岐阜 ・12/13（水） チャリテーの夕べ2017 
加藤 登紀子コンサート 

松本 ・10/19（木）～21（土） 地区大会（高松）  
8名参加予定/松本大学GZ 3名参加予定 
・10/29（日） 移動例会（あずみ野 穂高城）姫路ゾンタクラブ交流会 
・11/16（木） 2017年度寄付金贈呈式（6団体） 
・12/21（木） 移動例会・忘年会 

名古屋
SORA 

・10/19（木）～21（土） 地区大会（高松） 参加予定 
・11/3（金） ひかりのさとバザー 

かながわ ・10/19（木）～21（土） 地区大会（高松） 3名参加予定 
・11/14（火） 例会・理事会、地区大会報告、12月チャリティーコンサートの準備  
・12/12（火） チャリティーコンサート開催（コースランチ付き） 
琵琶奏者：櫻井亜木子氏を迎え平家物語の演奏とお話。 
於：ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル 
本牧活動ホーム、ミカエラ寮、根っこの会へ寄付金贈呈 
日本キリスト教海外医療協力会へ切手・コイン・古本の寄付 

横須賀 ・10/15（日） 市民まつりフリーマーケット（運動公園） 

群馬 ・10/19（木）～21（土） 地区大会（高松） 2名参加予定 

山梨 ・児童養護施設訪問 

  

10月 
東京Ⅰ 17日（火） 横浜 11日（水） 東京Ⅱ 12日（木） 岐阜 27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 13日（金）   

  

11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 7日（火） 群馬 5日（日） 山梨 16日（木） 

  

12月 
東京Ⅰ 19日（火） 横浜 13日（水） 東京Ⅱ 14日（木） 岐阜 15日（金） 

松本 21日（木） 名古屋SORA 9日（土） かながわ 休会 横須賀 19日（火） 
東京Ⅲ 5日（火） 群馬 10日（日） 山梨 14日（木）   
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