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今年は寒い冬になりそうですね。 歴史あるクラブで、ゾンタソングが歌われているの

を懐かしく聴かせていただきました。チャイコフスキーの「1812 年」は、最初ギリシャ正教

の聖歌から始まり、最後の方の大砲の音と並んで、ゾンタソングの一節が演奏されます。

1840 年生まれのチャイコフスキーが書いているのですから古いロシアのメロディーなの

でしょう。街にはベートーベンの「第九」のポスターがあふれる季節です。“抱き合え、幾

百万の人々よ！この接吻を全世界に！”（歌詞） 将にゾンタに呼びかけているようです

ね。ゾンタのアドボカシーで輝く未来を実現したいものです。 
 
≪ADの活動報告≫ 10/1横浜ＺＣ50周年式典参加、10/16姫路ＺＣ10周年式典参加、10/16第二回理

事会、10/17 北九州ＺＣ例会訪問、10/30盛岡ＺＣ30周年記念式典参加、11/3 奈良ＺＣエマ・Ｌ・コンロン

賞受賞式典参加 11/11高松ⅡＺＣ例会訪問、11/19沖縄ＺＣ例会訪問  

エリア 4 エリアディレクター 井野 節子   
 
      

   クラブトッピクス（10月～11月）    
 

徳島 
★10/16 の野外例会、姫路ゾンタ
クラブ 10周年式典を兼ね姫路で
例会 

鳴門 
★11月5日（日）図書館前庭にて 
鳴門市立図書館に本を贈るた
めのバザーに賛同し毎年会員
の持ち寄り品を販売して売上を
寄付してい
る。四国大
学ＧＺクラ
ブ 会 員 も
販 売 に 協
力。 
 

岡山 
★10/19（水）くらしき作陽大学訪
問 ゴールデンＺクラブ・奨学金
贈呈式 
 
 
 

★11/28（月）チャリチテーバザー
（岡山高島屋） 

 
神戸 

★11/7井野 ADとともに、第９回
エリア４エリアミーティングの
講師、森田ゆり先生の講演会参
加と、その後、基調講演とパネ
ルディスカッションについての
打ち合わせ。 

 
高松 

ガバナー真鍋洋子さんが高松商
工会議所副会頭に就任。同商議
所の副会頭に女性が選ばれるの
は初めて。 
 

沖縄 
★11/18（金）PM6:30～エリア４エ
リアディレクター井野節子様歓迎
晩餐会 場所：料亭那覇 参加者：
7 名 
 

北九州 
★１１/30（水）ゾンタクラブハート
フルパーティ２０１６秦万里子スマ
イルコンサート開催 

 
フェニックス神戸 

★10/9 フｴニックス育英奨学生
（卒業生）の結婚式出席 
★10/16 姫路ゾンタクラブ１０周
年記念式典５名出席 
★11/12 児童養護連絡協議会第３
回文化祭支援 
★11/19 第１９
回チャリテイ
ーバザー開
催 
★11/23兵庫
国際交流会
館文化祭
（バザー、お
茶席、コーラ
ス）出展 
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①①  会会員員増増強強とと新新ククララブブ設設立立    

②②  女女性性のの権権利利をを擁擁護護すするるリリーーダダーー的的組組織織でであありり続続けけるる    

③③  各各地地域域ににああっったた奉奉仕仕／／アアドドボボカカシシーー活活動動をを展展開開すするる    

④④  女女性性とと女女児児へへのの暴暴力力撲撲滅滅  

⑤⑤  横横浜浜 CCoonnvveennttiioonn のの広広報報とと協協力力  
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安芸コスモス 

★11/9 カザフスタン共和国大統領 
来広島 歓迎行事に参加（会員、
小畠、澤野、湯川）  １２月チャリティ
ディナーコンサート 歌手 道田
涼子氏とその指導合唱団と共に旧
ソ連の核実験場を閉鎖に追い込む
歌「ザマナイ」を歌い地元メディア
に取り上げられる。 
毎日新聞 １１月１０日 
http://mainichi.jp/articles/201611
10/ddl/k34/040/581000c 
読売新聞 １１月９日 
http://sp.yomiuri.co.jp/local/hiro
shima/news/20161108-OYTNT5010
8.html 
読売新聞 １１月１０日 
http://sp.yomiuri.co.jp/local/hiro
shima/news/20161109-OYTNT5014
0.html?from=ycont_top_txt 
 
 
 
 
 
 
 
カザフスタン大統領と握手を交わ
す合唱団と道田涼子氏（中央ピン
クの髪飾り） 

 
姫路 

★１０/１６（日）姫路 ZC１０周年記念
式典＆祝宴 

★１０/３０（日）
キャシル真和
秋祭り ５名
参加  
★１０/３０（日）
大釜子ども王国バーべキュー５名
参加 おにぎり２００組（４００個）握
って、お昼には配布のお手伝い。子
どもさん達の笑顔に癒された１日
でした。 
 

★１１/６（日）コメデイ―クラウンサ
ーカス７名参加（県立子どもの館） 
 
 
 
 
 
★１１/２０（日）あいめっせフエステ
イバル８名参加～ばぶう音楽隊の
演奏にあわせて一緒に楽しみまし
ょう～クリスマスリース作り 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＳＥＮ姫路 
★10/15（土）、松本 
ゾンタクラブの皆 
様との交流会を開 
催 
★10/22（土）、ロンドンⅡ 
ゾンシャン一行を姫路ゾ 
ンタクラブの皆様と共に 
名刹書写山圓教寺に案内 
★10/26（水）、姫路市連 
合ＰＴＡ協議会主催 
/教育講演会「叱ら 
なくても子は伸び 
る」に協賛〈姫路 
キャスポホール〉 
★11/16（水）、ホテル日航姫路/光
琳の間において第 4 回チャリティ
ーバザーを開催。今回は新しくフ
ェアトレードコーナーを設け、大盛
況であった。 
★11/20（日）、 
姫路市男女共 
同参画推進セ 
ンター「あいめ 
っせフェスティ 
バル 2016」において、『あいめっせ
保健室』を開催。体成分測定や医
師・看護師・栄養士による健康相談
会を無料で行い、10～80 歳代の
125 名の方にご参加いただいた。 
 

★11/24（木）、姫路 
市にあるＤＶの「駆 
け込み寺」婦人保護 
施設姫路婦人寮に、 
当クラブ会員が持 
ち寄った衣類・装飾 
品・日用品等を寄贈。 

 
高松Ⅱ 

★11/4 丸亀市社会 
福祉大会に参加、 
前年度の寄付金の 
表彰をしていただ 
いた。 
 
 
 
 
 
 
 

福岡 
★中村くみ会長 札幌ゾンタク
ラブの３０周年記念行事に参加 
３０年の歴史をもつことは、神々
しいぐらい素晴らしいです。女性
の留学生への援助、支援活動の
話を聞き、福岡ゾンタもそのよう
な活動も取り入れるということ
も考えてみたい。 
★11/19 ももちパレス福岡市音読
朗読交流 
会にて。 
福岡ゾン 
タクラブ 
より 13校 
へ参加賞 
の盾を、 
また、参加 
者全員に 
記念品を 
送りました。 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

表 彰 
 
姫路 ●１０周年式典にて１０年間の奉仕活動にたいして感謝状を頂きました。姫路市、姫路市立動物園、姫路
市立水族館、姫路市城乾地区連合自治会、チャイルド・ケモ・サポート基金、フエミニストカウンセリング神戸、 
姫路婦人寮、ルーテルアフタースクール、キャシル真和 ●NPO 法人はりまキッズランド（柴田恵美子）兵庫県
より「くすのき賞」受賞 ～ボランテイア活動等を通じ人間連帯の輪を広げ、心豊かな地域社会づくりに貢
献した団体に贈られる賞  

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmainichi.jp%2Farticles%2F20161110%2Fddl%2Fk34%2F040%2F581000c&h=1AQF2s3gC
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmainichi.jp%2Farticles%2F20161110%2Fddl%2Fk34%2F040%2F581000c&h=1AQF2s3gC
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsp.yomiuri.co.jp%2Flocal%2Fhiroshima%2Fnews%2F20161108-OYTNT50108.html&h=1AQF2s3gC
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsp.yomiuri.co.jp%2Flocal%2Fhiroshima%2Fnews%2F20161108-OYTNT50108.html&h=1AQF2s3gC
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsp.yomiuri.co.jp%2Flocal%2Fhiroshima%2Fnews%2F20161108-OYTNT50108.html&h=1AQF2s3gC
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsp.yomiuri.co.jp%2Flocal%2Fhiroshima%2Fnews%2F20161109-OYTNT50140.html%3Ffrom%3Dycont_top_txt&h=1AQF2s3gC
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsp.yomiuri.co.jp%2Flocal%2Fhiroshima%2Fnews%2F20161109-OYTNT50140.html%3Ffrom%3Dycont_top_txt&h=1AQF2s3gC
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsp.yomiuri.co.jp%2Flocal%2Fhiroshima%2Fnews%2F20161109-OYTNT50140.html%3Ffrom%3Dycont_top_txt&h=1AQF2s3gC
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クラブ活動報告（10月～11月） 
 

徳島 （１３名） 
◇理事会 10/3、11/7 ◇例会 11/21卓話：徳島バトミントンコーチ/西野昌明氏(リオオリンピック女子で金メダル取
る) ◇11/4ＤＶ児童虐待防止講演会出席 ◇11/13県女性協議会フェスティバル手伝い ◇11/19フェニックス神
戸のチャリティーバザーに 1 名出席 
鳴門 （３２名） 
◇10/01横浜ＺＣ創立４０周年記念式典に出席１名 ◇10/14札幌ⅡＺＣ創立３０周年記念式典に出席１名 ◇10/16第
１４回鳴門市 子どものまちフェスティバルに参加 会員２名及び今年度奨学生 徐慧偉さん ◇10/16 姫路ＺＣ創
立１０周年記念式典に出席１名 ◇10/17 例会 ◇10/30 盛岡ＺＣ創立３０周年記念式典に出席１名 ◇11/3 奈良大学
ＧＺクラブ 2016 エマ Ｌ.コンロン賞授賞式に出席１名 ◇11/5-7 第37回鳴門ゾンタクラブ児童画展開催（於；市立
図書館）出展数 691 点来場者数 869 名 ◇11/5 第 14 回鳴門市立図書館に本を贈るためのバザーに出店し売上
金を寄付 ◇11/13 徳島県女性協議会主催「2016 徳島輝く女性交流カフェ」に２名出席 ◇11/19 フェニックス神戸
ＺＣチャリティーバザーに出席１名 ◇11/20 移動例会：大阪府堺市方面（利昌の杜、堺市博物館等見学）  

岡山 （２２名） 
◇10/4（火）・11/1（火）理事会 ◇10/19（水）例会くらしき作陽大学訪問Ｚクラブ奨学金贈呈式 ◇11/16（水）チャリ
チテーバザー値付け・打ち合わせなど 
神戸 （１１名） 
◇11/4 エリアミーティング委員会 ◇11/17 例会 エリアミーティングについて、着々と準備を進めています ◇* 
11/27 山元加津子さんドキュメント「銀河の雫」上映会＆講演会後援   
高松 （４１名） 
◇10/1横浜50周年記念式典7名出席 ◇10/11例会 卓話ガールスカウト香川県連盟連盟長木戸みどり様「しな
やかに！健康（健口）に！女性に寄り添って」 ◇10/28理事会 10/14札幌Ⅱ30周年記念式典2名出席 ◇
10/16姫路10周年記念式典3名出席 10/30盛岡30周年記念式典2名出席 ◇11/3奈良大學エマL・コンロン賞授
賞式2名出席 ◇11/9京都Ⅰチャリティーバザー1名出席 ◇11/11移動例会勇心酒造見学勇心酒造研究所所長
大久保明先生講演「無限の可能性を秘めたライスパワーエキス」 ◇11/25理事会 
沖縄 （１６名） 
◇10/15(土)役員会・定例会 AM11:00～ ◇11/19(土)役員会・定例会 PM3:00～エリア４エリアディレクター井野節子
様をお迎えして※ゾンタ活動について講話して頂く 
北九州 （２９名） 
◇役員会 10/11、11/5 引き続き試食会 ◇例会 10/17 井野エリア 4 エリアデイレクタークラブ訪問 ◇札幌Ⅱゾン
タクラブ 30周年記念式典・祝宴 1名参加 ◇横浜ゾンタクラブ５０周年記念式典・祝宴３名参加 ◇姫路ゾンタク
ラブ１０周年記念式典・祝宴４名参加 ◇盛岡ゾンタクラブ３０周年記念式典・祝宴１名参加 
フェニックス神戸 （１１名） 
◇10/22 留学生と日本料理を楽しむ ◇10/23 移動例会・会員宅を訪問 ◇11/8 理事会・例会（バザー準備）  
◇11/12 兵庫国際交流会館 茶道奉仕 ◇11/21 神戸赤十字病院花壇植え付け（写真添付） 

安芸コスモス （１７名） 
◇10/16姫路ゾンタクラブ 10周年式典出席 ◇10/26 例会・試食会 卓話：「子どもは大人の大事なパートナー」
上野和子氏 ◇10/20 国際交流協力の日 ◇10/29 カザフスタン訪問報告会 ◇11/8 役員会 ◇11/12 第１回 
主催：広島市とＷＥＮＥＴ「女性に対する暴力をなくす運動」ＤＶ啓発キャンペーン 街頭パンフ配り ◇11/25 同上 
場所を変えてキャンペーン ◇11/12 4日間 DV防止パープルライトアップ ◇11/22例会 卓話：「ワンストップセ
ンター広島について」岡野政義氏 11/25 第２回主催：広島市とＷＥＮＥＴ「女性に対する暴力をなくす運動」 ＤＶ啓
発キャンペーン 街頭パンフ配り 
姫路 （２１名） 
◇１０/７（金）トーンチャイム練習 ◇１０/１１（火）理事会、トーンチャイム練習 ◇１０/１３（木）あいめっせ登録団体連絡
会出席 ◇１０/１４（金）例会.１０周年式典準備、トーンチャイム練習 ◇１０/１５（土）１０周年式典準備（テーブル花） 
◇１０/１６（日）姫路ゾンタクラブ１０周年記念式典＆祝宴 ホテル日航姫路 ◇１０/２２（土）LONDONZC ジーン様来姫 
書写山案内（SEN姫路 ZCさんとともに） ◇１０/３０（日）キャシル真和秋祭り参加 ◇１０/３０（日）大釜子ども王国バ
ーベキュー大会参加 ◇１１/６（日）コメデイ―クラウンサーカス参加 県立こどもの館 ◇１１/７（月）あいめっせ広報
のため FMGENKI出演 ◇１１/１０（木）あいめっせ登録団体連絡会出席 ◇１１/１４（月）理事会 ◇１１/１８（金）例会 出前
講座～男女共同参画推進条例について～講師：男女共同参画推進課 安富憲一氏 ◇姫路婦人寮に洋服（中古）
贈る ◇１１/２０（日）あいめっせフエステイバル参加 
ＳＥＮ姫路 （２６名） 
◇10/13（木）あいめっせ登録団体連絡会出席 ◇10/16（日）姫路ゾンタクラブ 10 周年記念式典・祝宴出席 ◇
10/19（木）チャリティーバザー出店者説明会 ◇10/19（水）理事会.例会（「自己を顧みる」塩沼亮潤氏の動画を鑑
賞） ◇11/9（木）京都Ⅰゾンタクラブチャリティーバザー出席 ◇11/9（木）理事会.例会 ◇11/10（木）あいめっせ
登録団体連絡会出席 ◇11/15（火）チャリティーバザー準備 ◇11/28（月）あいめっせ登録団体連絡会出席 
高松Ⅱ （１０名） 
◇11/11 例会 井野ＡＤがクラブ訪問して下さる。ローズデーの奉仕テーマはアドボカシーの展開としての広報活
動になる。 
福岡 （２７名） 
◇10/5 役員会 ◇10/17 例会 ◇11/2 役員会 ◇11/14 例会 北九州ゾンタの三隅様の講話 

【エリア4会員数 13クラブ 276名】 12/1現在 
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新入会員・退会者の報告 

  

イベント案内  

徳 島 ✿3/21 徳島大学留学生(女性)に奨学金贈呈及び留学生の為の生活用品提供 

鳴 門 
✿今年度ローズデイ行事として性犯罪被害者支援のための講演会を開催します。日時：２/18（土） 
13；30～15；00 場所：鳴門市消防庁舎又はうずしお会館２Ｆ（選挙がない場合） 講師：小林美佳氏 
（「性犯罪被害にあうということ」著者）近隣のクラブの皆様のご来場をお待ちいたしています。 

岡 山 ✿12/20（火）クリスマス例会 ✿1/18（水）新年会例会 

高 松 
✿２/９（木）第24回ゾンタチャリティーバザー高松センタービル12階 ✿３/25（土）ローズデー記念
茶会 二蝶 

沖 縄 
✿1/20（金）19:00 第 21 回チャリティービンゴパーティー ANA クラウンプラザホテル沖縄ハーバー
ビュー ※参加人数 300 名予定 

北 九 州 ✿１/16（月）定例会・新年会 （福岡ゾンタクラブと合同例会） 

フェニックス神戸 
✿1/15 新年懇親パーテイ（ランチコンサート）神戸外国倶楽部にて 5000 円 ✿2/17 早春のロビー
コンサート（武庫川女子大生によるフルート・バイオリン演奏） 兵庫県立総合リハビリテーションター
ロビー 無料 

安芸コスモス 
✿１２/５リーガロイヤルホテル広島にて クリスマスチャリティディナーコンサート 劇団四季退団
後、故郷広島でコンサートや後進の指導で活躍されている道田涼子氏を（ヴォーカル）中心とした３
oceans、齋藤愛氏（バイオリン）、杉江慶子氏（ピアノ）３氏     

姫 路 
✿3/14（火）ローズデーチャリテイーディナーショウ ホテル日航姫路,15,000 円,10周年記念事業最
後を飾って、鈴木タカオさんの素晴らしい歌声をお楽しみいただきます。どうぞいらしてください。 

ＳＥＮ姫路 

✿12/21（水）18：00～20：30 ＳＥＮ姫路ゾンタクラブクリスマス会 ホテル日航/藤の間 ✿3/5（日）
13:30～14：30 ローズデー講演会「子どもは宝、みんなで育てよう」講師：弁護士 川崎志保（ＳＥＮ姫
路ゾンタクラブ会員） 姫路市民会館 4 階 第 4 会議室 【無料】 ✿3/29（水）14:00～16：00 音楽家
を目指す若者応援コンサート「第 4 回ステラ・ケ・ブリラ（輝く星）」パルナソスホール【500 円】 

福 岡 
✿12/1 福岡ライオンズクラブ チャリティークリスマス会 ◇12/25 ホームページを公開予定（現在
準備中） ◇3/4ローズディ記念事業として、1部 福岡市副市長 荒瀬泰子氏講演会 2部 朝来
桂一氏バイオリンコンサートを計画中(場所：警固神社 神徳殿 料金 500 円)  

   

例会カレンダー 

 1月 2月 3月 

徳 島 17日 18：30阿波観光ホテル新年会 21日18：30 阿波観光ホテル 21日18：30 阿波観光ホテル 

鳴 門 
17日18：00 ホテルモアナコースト 
新年会を含む 

17 日 18：30 ホテルアドイン 17日18：30 ホテルアドイン 

岡 山 
18日（水）12：30 ＡＮＡクランプラ
ザホテル岡山 

15日（水）時間・場所未定 
15日（水）12：30 ＡＮＡクランプラ
ザホテル岡山 

神 戸 19日18：00 神戸ポートピアホテル 16日 18：00 神戸ポートピアホテル 16日 18：00 神戸ポートピアホテル 

高 松 
11日（水）12：00 JRホテルクレメン
ト高松 扇の間 

13日（月）12：00  JRホテルクレメ
ント高松 21Ｆシエロ 

10日（金）18：00  JRホテルクレメ
ント高松 21Ｆシエロ 

沖 縄 
19日（木）11:30特別養護老人ホー
ム大名 

18日11:30ANAクラウンプラザホテ
ル沖縄ハーバービュー 

18日11:30ANAクラウンプラザホテ
ル沖縄ハーバービュー 

北 九 州 
16 日（月）19:00 リーガロイヤルホ
テル小倉４Ｆ 

20日（月）19:00 リーガロイヤルホ
テル小倉 4Ｆ 

21日 19:00 リーガロイヤルホテル
小倉 4Ｆ 

フェニックス神戸 10 日 18：00 兵庫国際交流会館 
17 日 12：00 県立総合リハビリセン
ター（ミニ例会） 

14日18：00 ANAクラウンプラザホ
テル神戸（奨学生を送る会） 

安芸コスモス 24 日 19:00 新年会 レストランで   ２８日 19:00 リーガロイヤルホテル ２８日19:00リーガロイヤルホテル 

姫 路 
20 日（金）姫路護国神社 新年例
会～楽しいゲーム～ 

17 日（金）ホテル日航 姫路飛び
出すカード作り（国際交流フエステ
イバルの為の） 

17日ホテル日航姫路 会員スピー
チ 

ＳＥＮ姫路 18日18:30ホテル日航姫路 15日18:30ホテル日航姫路 15日18:30ホテル日航姫路 

高 松 Ⅱ 11日12：30オークラホテル丸亀 13日19:00オークラホテル丸亀 13日12：30移動例会 

福 岡 
16日18：30 リーガロイヤルホテル
小倉 北九州ゾンタクラブとの合
同例会 

20日18：30 グランドハイアット福岡 27日18：30 グランドハイアット福岡 

  

【新会員】 高松 三宅奈津子様（12/12） 

【 退 会 】 ＳＥＮ姫路 桑田陽子様（11/1）  


