
 

～ AD便り ～ 
 
 街を金色に銀杏の並木が美しく、夜になるとクリスマスのイルミネーションが輝き、寒さに向かう心を温めてくれ
ています。 
 第14回地区大会はソニア国際会長を迎えて盛大に行われ、真鍋ガバナーの素晴らしい会議の運営、パフォー
マンスに只々感動いたしました。 
次期役員選挙では、ガバナーはじめ副ガバナー、会計、各AD、指名委員が選出されました。 
また、今回のビジネスセッションではいくつかの審議事項がありましたが、周年行事の件、11月を女性と女児へ
の暴力撲滅を目標にZONTA Say No月間、3月8日を中心に3月を女性の地位向上を目指してローズデー月間と
することが決まりました。 
現段階では各クラブに任されそれぞれで取り組んでいますが、26地区としての大きな動きに発展できるとよいと
考えています。  
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松本ZC 
・11月中 会員全員Say Noへ参加 
・ローズデーイベント  
2018年3月4日（日）13:30～  
会場：あがたの森  
テーマ「子どもの権利と幸せって、なぁに？」 
基調講演とパネルディスカッション 

東京Ⅲ 
・2018年のローズデーイベント 
「支援先の報告会と支援金贈呈」を行う予定。 
現状を少しでも多くの方に知って頂き、女性や
子ども達への暴力撤廃や環境の改善・向上の
啓蒙に結びつけられればと考えている。 

新入会員・退会者 

2017/11/30現在 11クラブ 192名 

 
●新入会員 なし 
●退会者 内藤裕二様（10/31付） 

エリア２会員数 

岐阜  
・2018年3月4日（日）ローズデー行事  
チャリティーバザー 

すでに北海道の4ゾンタクラブ合同で行われているローズ
デー取り組みは各クラブに配信いたしました。メディアを
巻き込み一般市民にローズデーの意味とゾンタの活動を
アピールしています。もちろん地域性など考慮しなければ
なりませんがガバナーも26地区で取り組めたらと述べら
れていました。今期はそれぞれの活動を通して行いなが
ら来期には26地区のイベントとしてまとまって行動ができ
ればと思います。 

 
 
エリア2に新しいクラブが誕生することが決まりました。 
来たる12月15日に三重ゾンタクラブの設立総会が開催される運びとなりましたのでご報告致します。 
ここに至るまでSOM委員長の安田多賀子様はじめ岐阜ゾンタクラブ、松本ゾンタクラブ、山梨ゾンタクラブの
皆さま、そして設立までにご助言いただきました上田トクヱ様、澤井早和乃AD、他多数の方に 
心より感謝いたします。 
これから新しいクラブの誕生を私たち皆で応援して参りましょう‼ 

暴力撲滅月間・ローズデー月間・ 
ローズデーの取り組み計画  



✿クラブ トピックス✿ 
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～東京Ⅱ～ 
 
恵泉女学園大学GZクラブのメンバーが多摩市内の小学校
で英語を教えています。子供たちが楽しんで学んでいる様
子が分かります。 

～群馬～ 
 

地域のクリーン活動を通じて、交流を行いました。 

～山梨～ 
 

11/20 UN Woman よこはま日本協会チャリティコンサート
マリンバのコンサートは大変珍しく、会場は満員でした。 
UN Womenの皆様とも友好をふかめることが出来ました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11/5 子育て収穫祭 
 
                   雨のためにのびのびになり 
                   ましたがお芋は大きく育って 
                   いました。 
                    
                   女の子は大学いもに夢中♡ 

 

～名古屋SORA～ 
 

ひかりのさと バザー 
天気にも恵まれ、大盛況です 

 
 

～松本～ 
 

   10/29 移動例会とSEN姫路ZCとの交流会です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     両クラブの会長 



✿クラブ活動報告 
クラブ名 活動内容 

東京Ⅰ 
№492 / 14 

・10/17 例会 卓話 講師 中村里香子氏 舞台衣装家 
・10/19～21 26地区第14回地区大会3名参加 在籍50年表彰 山階敬子会員 
       メモリアルサービス3名追悼 中山年子様・森岡妙子様・吉田千鶴子様 
・11/18 例会 

横浜 
№594 / 17 

・10/19～10/21 地区大会 参加 
・10/24 ソニア会長来訪（横浜・かながわ・横須賀）合同食事会 

東京Ⅱ 
№1071 / 22 

・10/19～10/21 地区大会に会員9名と恵泉女学園大学GZクラブの会員とアドバイザー3名参加 
・11/4 恵泉女学園大学で開かれた「恵泉祭」に3名参加 
・11/20 北九州ZCチャリティーハートフルパーティー 1名参加 

岐阜 
№1078 / 21 

・10/13 第2回SOM委員会（三重ゾンタクラブ第2回インフォメーションミーティング） 
・10/25 臨時理事会 
・10/27 理事会・例会 
・11/17 理事会・例会 
 卓話：地区大会Ｚ＆ＧＺクラブサミットに参加して/中部学院大学ゴールデンＺクラブ 小瀬木 果子 

松本 
№1522 / 44 

・10/19～21 地区大会 出席者7名 松本大学GZ 3名出席 
・10/29 移動例会（あずみ野 穂高城）SEN姫路ZCとの交流会（5名来松） 
・11/11 寄付先訪問「NPO法人まつもと子ども留学基金」（奉仕委員会） 
・11/16 11月例会 2017年度寄付金贈呈（6団体） 

名古屋SORA 
№1531 / 11 

・10/11 例会 入会式（小瀬木尚美） 
・10/19～21 地区大会 5名参加 
・11/3 ひかりのさとバザー 8名参加 
・11/8 理事会 例会 卓話「学校教育からみた性暴力」三輪景子会員 
・11/12 暁学園祭 2名参加 
・11/25 理事会 

かながわ 
№1598 / 12 

・10/10 例会・理事会 12月チャリティーコンサートの準備 
・10/19 地区大会 3名参加 
・10/24 ソニア会長来訪（横浜・かながわ・横須賀）合同食事会 4名出席 
・11/14 例会・理事会 地区大会報告、チャリティーコンサートの最終確認 
     日本キリスト教海外医療協力会へ使用済み切手、コインを寄付  

横須賀 
№1665 / 6 

・10/14 市民まつりフリーマーケット会場下見 
・10/15 市民まつりフリーマーケット 
・10/17 例会（地区大会・フリーマーケットの雨対策、他） 
・10/19～21 高松地区大会 
・10/24 ソニア会長来訪（横浜・かながわ・横須賀）合同食事会 
・11/3 ぐるぐるフリーマーケット 
・11/5 子育て支援収穫祭（さつまいも掘り）駅前県有地 
・11/20 UN Women日本協会チャリテイーコンサート「マリンバ3台による華麗なる饗宴」 
（NHK「今日の料理」テーマ曲の演奏でおなじみ吉川雅夫、岡地岳、市瀬孝子） 
戸塚区民文化センター さくらプラザホール 
・11/21 例会（地区大会報告、国際大会、合同例会、会計報告） 

東京Ⅲ 
№1677 / 9 

・10/3 理事例会開催  地区大会の審議事項等の話し合い、東京Ⅰチャリティーバザー（12/10開催）
の参加準備、全国シェルターシンポジウム参加報告より今後の活動方針についての検討 
・10/19～21 第14回地区大会 2名参加 
・11/7 理事例会開催  地区大会参加報告、東京Ⅰチャリティーバザー（12/10開催）の参加準備、
ローズデーイベントの検討  

群馬 
№1890 / 11 

・10/1、11/5 例会 
・10/19～21 地区大会 2名参加 
・10/30、11/27 理事会 
・11/4 前橋地域交流会に参加。子どもの健全育成について。 
・11/19 地域クリーン活動に参加。清掃を通じて交流を深めた。 
・ふるさと納税を行った。まだまだ復興支援の必要な場所へささやかではあるが協力した。 

山梨 
№1939/ 25 

・10/5、11/1 会員広報委員会 
・10/5、11/2 奉仕アドボカシー委員会 
・10/12、11/9 理事会、10/13 例会 
・10/19～21 地区大会 8名参加 
・11/16 例会および設立2周年勉強会 
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ホームページ 
リニューアル 
しました！ 



クラブ名 イベント 

東京Ⅰ ・12/10 チャリテーバザー 京王プラザホテル3階 グレイスルーム 
・12/21 忘年クリスマスパーティー タンゴショー 京王プラザホテル44階ハーモニー 
 18時開演 10,000円     お申込み＆お問合せ：的場博子 TEL 03-3434-6900 
・1/20 アメリア・イアハ-トデー 新年会 

横浜 ・12/10 東京Ⅰゾンタクラブ バザー出席 
・12/12 かながわゾンタクラブ チャリティコンサート出席 
・12/13 横浜ゾンタクラブ クリスマスチャリティコンサート開催（ホテルニューグランド） 
・12/21 東京Ⅰゾンタクラブ クリスマスパーティー出席 
・1/20 エリア２ディレクター来訪（横浜・かながわ・横須賀）合同ミーティング及び新年会 
・2/17 鳴門ゾンタクラブ 40周年記念式典出席 

東京Ⅱ ・12/5 奈良ZCチャリティーコンサート 1名参加 
・12/12 かながわZCチャリティーコンサート 2名参加 
・12/13 横浜ZCクリスマスコンサート 4名参加 
・12/13 岐阜ZCチャリティーディナー 2名参加 
・12/14 忘年例会卓話：「DVシェルターについて」 NPO法人Saya-saya 理事 田村様 

岐阜 ・12/13 理事会・例会 
・12/13 チャリティの夕べ2017（加藤登紀子コンサート） 
・12/15 SOM委員会・三重ゾンタクラブ設立総会 

松本 ・12/5 地域貢献 市民タイムス「思いやりBOX」へ寄付金贈呈 
・12/21 忘年会（浅間温泉 玉の湯） 

名古屋
SORA 

・12/9 例会 佐田玲子クリスマスコンサート＆クリスマスディナー 
・12/13 横浜ゾンタクラブ クリスマスチャリティーコンサート 2名参加 
・12/13 岐阜ゾンタクラブ チャリティーコンサート 3名参加 

かながわ ・12/7 DVシェルター礼拝会訪問寄付金贈呈 
・12/12 チャリティーコンサート開催 琵琶奏者 櫻井亜木子氏による弾き語り及び 
身体障碍者施設本牧活動ホーム、中途障碍者支援施設根っこの会へ寄付金贈呈  
・12/13 横浜ゾンタクラブ チャリティーコンサート 4名出席 
・1/20 エリア２ディレクター来訪（横浜・かながわ・横須賀）合同ミーティング及び新年会   

横須賀 ・1/20 エリア２ディレクター来訪（横浜・かながわ・横須賀）合同ミーティング及び新年会 

東京Ⅲ ・12/5 理事例会開催 
・12/10 東京Ⅰチャリティーバザー参加 

群馬 
 

・12/25 理事会開催 

山梨 
 

・12/7 会員広報委員会開催、奉仕アドボカシー委員会開催    
・12/14 理事会開催  ・12/21 例会開催 
・12/13 岐阜ゾンタ チャリティーの夕べ2017 3名参加 
・乳児院ひまわり クリスマス会 6名参加、寄付金贈呈 
・1月予定 移動例会および新年会 

  

12月 
東京Ⅰ 16日（土） 横浜 13日（水） 東京Ⅱ 14日（木） 岐阜 13日（水） 
松本 21日（木） 名古屋SORA 9日（土） かながわ 12日（火） 横須賀 19日（火） 
東京Ⅲ 5日（火） 群馬 10日（日） 山梨 21日（木）   

  

1月 
東京Ⅰ 20日（土） 横浜 20日（土） 東京Ⅱ 18日（木） 岐阜 19日（金） 
松本 18日（木） 名古屋SORA 10日（水） かながわ 20日（土） 横須賀 16日（火） 
東京Ⅲ 未定 群馬 14日（日） 山梨 18日（木） 

  

2月 
東京Ⅰ 20日（火） 横浜 14日（水） 東京Ⅱ 8日（木） 岐阜 16日（金） 

松本 15日（木） 名古屋SORA 14日（水） かながわ 13日（火） 横須賀 20日（火） 
東京Ⅲ 未定 群馬 11日（日） 山梨 15日（木）   
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