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新緑が本当に美しい時季になりました。 

皆様のご協力のおかげで、エリアミーティングを無事に終えることができ

ました。ありがとうございました。 

翌日の神戸新聞に「体罰させない意識を」と題して、カラーで大きく掲載

されました。エリア２もエリア３も同様の内容で、今や、児童虐待・性暴力・少

年犯罪の根っこは一つ・・・ということが周知されてきたように感じました。 

森田ゆり先生の、自己肯定感を持てる事の大切さ、そしてそれを保証する社会と言うものに２１世紀の

世界の生き方の潮流を感じました。そして益々女性の感性の必要性と、女性がエンパワーして社会の要

になってゆくことの重要性を感じました。生まれながらに人が持っている人権を保証する。この至極当たり

前のことができていない国が多くあり、我国でも万全ではない事を知ることによって、ゾンタの使命の大き

さを改めて感じます。 

それから、もう一つのゾンタの課題は会員増強です。日本のゾンタの歴史を見ると、高度経済成長期に

大きく成り、低成長基調の現在は維持が大変な状況にあります。それは他の奉仕団体も同じでしょうが、

ゾンタは理念が明確ですので、むしろ、これからサポーターや会員の増強が可能なのでないかと思いまし

た。そのためには従来のやり方を少し見直して工夫する必要がありそうです。地区大会でエリア４全クラブ

がアワードをもらえますように！ 

また皆様のご意見などを検討する場として『メール会議』という形を進めてゆきたいと思っています。「メ

ールでは言いえないわ」という声も出てきそうですが、運用規則を作り、有意義に進行できるように構築で

きればと考えています。 

すでに横浜大会に向けてスタートを切っています。横浜大会は日本のゾンタの心意気を示すチャンス

です。日本のゾンシャンが元気になれば日本が元気になる！なぜなら女性が元気になるからです。ゾンタ

のエンパワーメントが日本を、世界を元気にします！ 私は固く信じています。 

 

≪ADの活動報告≫  

4/16エリア２エリアミーティング  4/17福岡ＺＣクラブ訪問 

4/21～22エリア４エリアミーティング  5/13エリア３エリアミーティング 

5/20エリア１エリアミーティング 

 

エリア 4 エリアディレクター 井野 節子 

   

  

 
No.6  2017年6月1日  

国際ゾンタ 26地区エリア 4    エリアディレクター 井野 節子 
TEL:079-254-5717  FAX:079-254-5751  E-mail:d26area4director@zonta-d26.jp  

【エリアミーティング】 
４/１６（日）エリア２ in 名古屋  ４/２２（土）エリア４ in 神戸ポートピアホテル 
５/１３（土）エリア３in 奈良  ５/２０（土）エリア１ in 秋田  同日 地区理事会     

国際ゾンタ 26地区 
2016-2018年 

目標と方針 

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  

26地区 

 

tel:079-254-5717
mailto:d26area4director@zonta-d26.jp
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表 彰 
 

鳴門 大石美智子会員 鳴門市制７０周年記念式典において、永年鳴門市会議員として活躍したことにより

表彰された。 
岡山 川﨑和子会員 感謝状 ＰＴＡ活動に貢献をした。元ＰＴＡ会長・学校評議員 

「里親になり、子育てをさせて貰ってＰＴＡ会長・学校評議員を 12 年させてもらい、 

このような感謝状を頂きました。」 
 

新入会員・退会者の報告 

 
       

   クラブトッピクス（４月～５月）    
 

徳島 
★4/24 卓話「楽しいものづく
り」でお手玉づくりに挑戦 講師 
徳島県手工芸協会 山橋妙子先
生 
★5/26 3 月にセブンイレブン様
に配布させていただきました DV
に関する゛よりそいの樹゛のパン
フを徳島銀行県下各支店の好行
員さんに配布式をおこないまし
た。 

 

 
鳴門 

★“草の実まつり”でチャリティー
バザーを開催 4 月 29 日は晴天
に恵まれ、恒例となった鳴門ゾ
ンタクラブバザーは良い品が安
いと評判が高く馴染み客でにぎ
わいました。 
 
 
 
 
 

 

 

岡山 
★4/16（日） 第 8 回エリアミー
ティング名古屋参加 
★4/22（土） 第 9 回エリアミー
ティング神戸参加 
★5/17（水） 第 39 回定期総会
開催 
 

神戸 
★家庭養護促進協会、あおば福
祉会、兵庫県女性家庭センター、
就労継続支援ワークセンターわ
かまつへお菓子を送る。 
 

高松 
★地区大会をアピールするため
高松ガールズ結成する。エリア
1,2,3,4,エリアミーティングに参
加し真鍋ガバナーと共に地区大
会にむけて活動する。 

 

 

フェニックス神戸 
★４/１１例会時に「大学コンソー
シアム兵庫」の中水氏の卓話 
フｴニックス神戸と目的を同じく
する部分があるので今後連携

を取り国際交流に取り組みたい
との提案があり、今後クラブと
しても協議をしていく。  
★４/２1 18 時より ウエルカ
ムパーテイ参加 留学生会館
（国際交流会館）  
★７月例会時に２０年記念誌編集
委員会を発足。第１回編集会議
予定。 
 

安芸コスモス 
★5/23 講師 東未散氏「ヒロシ
マと私」平和教育、次世代継承
などの課題を現在ヒロシマでご
活躍している被爆体験伝承者 
東氏をお迎えして考える。 
 

姫路 
★４/１５子ども食堂奉仕  
★５/１５子ども食堂奉仕  
カレーライス提供 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＳＥＮ姫路 
★4/3（月）、ロンドンⅡゾンタク
ラブからのお客様をお迎えしま
した。姫路城の瓦を手掛ける鬼

【新会員】 

徳島 平尾しげみ様（4/15） 片山ゆう子様（5/10） 森本佳代様（5/10）   

北九州 工藤亜紀様（5/16） 

福岡 冨岡美穂様 熊本真優子様 筒丸尚子様 伊東麻央様 

【 退 会 】 

徳島 原田幸枝様（5/31） 

フェニックス神戸 三浦美枝様（５/３１） 

鳴門 柳川公代様（５/３１） 

姫路  金澤由美様  菅野千恵子様  高尾美智子様 

ＳＥＮ姫路 内田勇人様（5/31） 岡田京子様（5/31） 山本忠幸様（5/31） 

【 移 籍 】 ＳＥＮ姫路⇒神戸 湯舟貞子様（6/1） 
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瓦師（当クラブ会員）の工房を訪
ね、瓦の製作を見学しました。 
   
 
 
 
 
 

 
 
 

高松Ⅱ 
★4/3 四国大人と子供の病院
に寄付金を届ける  
★4/3 琴平町社会福祉協議会

に寄付金を届ける   
★4/3 丸亀少女の家に寄附の品
を届ける  
★4/14 亀山学園に寄附金を届
ける  
★4/14 三豊市社会福祉協議会
に寄附金を届ける  
★4/17 観音寺市社会福祉協議
会に寄附金を届ける   
 

福岡 
★５/２１（日）９時～ラブアース 
団体名「福岡ゾンタクラブ」とし
て、マリゾンの海岸清掃に参加
しました  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

クラブ活動報告（４月～５月） 
 

徳島 （15名） 
◇4/3理事会 ◇4/24例会 卓話「楽しいものづくり」でお手玉づくり 完成したお手玉で懐かしく遊ぶ会
員の笑顔が印象的でした。 ◇5/8 理事会 ◇5/15 例会 総会準備・役員・委員会の人事変動なく来季続
行 
鳴門 （31名） 
◇4/8理事会  ◇4/16エリア 2エリアミーティング（名古屋 SORA）に 1名出席 ◇4/17例会 次年度の委
員会編成決定 ◇4/22エリア 4エリアミーティング（神戸）に 14名が出席 ◇4/29草の実学園の“草の実
まつり”でチャリティーバザーを開催し売上金を寄付 ◇4/30 鳴門市子どものまちつくり推進協議会総会
に 1 名出席 ◇5/8「鳴門市女性子ども支援センターぱあとなー」へ ローズデイ募金を寄付 ◇5/8 新旧
理事会 ◇5/13 エリア 3 エリアミーティング（奈良）に 1 名出席 ◇5/14 平成 29 年度鳴門市戦没者追悼
式~平和を考える市民のつどいに 1名参加 ◇5/15 鳴門市制 70 周年記念式典に 1名参加 ◇5/15 徳島
県女性協議会 2017年度第 1回理事会に 1名出席  ◇5/17第 39回総会開催 ◇5/20エリア 1エリアミー
ティング（秋田）に 1名出席 

岡山 （20名） 
◇4/4（火）・5/9（火）理事会 ◇4/19（水）例会・総会準備 ◇5/17（水）例会・定期総会開催 
神戸 （10名） 
◇4/20 例会 ◇4/21エリアミーティング前日準備 ◇4/22エリア４第９回エリアミーティング ◇5/18 
第 37回定期総会 

高松 （41名） 
◇4/5 京都Ⅱゾンタクラブ園遊会４名出席 ◇4/11 例会 ◇4/16 エリア 2 エリアミーティング 7 人出席 
◇4/22エリア 4エリアミーティング 19人出席 ◇4/28理事会 ◇5/11例会総会 基調講演 選択理論
心理士メンタルアドバイザー井上千代様 「幸せを育む たった１分間の習慣」 ◇5/13エリア3エリアミー
ティング 6 人出席 ◇5/20 エリア 1エリアミーティング 6 人出席 ◇5/25 新旧合同理事会 
沖縄 （16名） 
◇4/15(土) 役員会・定例会  ◇5/13(土) 役員会・定例会 
北九州 （26名） 
◇4/1、5/6 10：30～12：00 役員会 ◇4/17 18：30～21：00 福岡ゾンタと合同例会 グランドハイアット
福岡 井野 AⅮクラブ訪問 福岡 20名、北九州 13名参加 ◇5/15 19：00～21：00例会 リーガロイヤル
ホテル小倉 ◇5/6  13:00～三隅塾（勉強会） アウルズ 6名参加 ◇他クラブ行事参加 及び他団体と
の交流 ①4/16  第 8 回エリア 2 エリアミーティング(名古屋 SORA)1 名参加  ②4/22 第 9 回エリア 4 エ
リアミーティング(神戸) 10 名参加  ③4/23 国際交流協会キーネット総会 1 名参加 ④5/13 第 9 回エリ
ア 3 エリアミーテイング(奈良) 2 名参加 ⑤5/20 第 9 回エリア 1 エリアミーティング(秋田)  1 名参加 
⑥5/31 会報（第 23 号）発行 
フェニックス神戸 （10名） 
◇４/１（土）留学生茶道指導奉仕 ◇4/１１（火）４月度理事会・例会・卓話 兵庫県国際交流会館 ◇4/１５
（土）コーラスとモロッコ料理を楽しむ。国際交流会館 ◇4/２２（土）エリアミーティング in神戸、会員による
受付等の協力 ◇５/９（火）５月度理事会・例会 兵庫県国際交流会館 ◇5/1３日留学生茶道指導奉仕 
◇5/２７（土）コーラスと中国料理を楽しむ。兵庫県国際交流会館 
安芸コスモス （17名） 
◇４/５（水）京都Ⅱ園遊会へ参加 ◇４/１１（火）役員会 年間報告 会計 役員確認 ◇４/２２（土）移動例
会 を兼ねて エリアミーティング 神戸ポートピアホテルにて 9 人参加 ◇４/２７（木）福岡ゾンタクラ
ブ会長宅訪問 意見交換 ◇５/９（火）役員会 次期行事計画 予算 役員等 ◇５/１３（土）オカリナ演
奏大沢氏コンサート 参加 3 名 ◇５/２３（火）例会 卓話「ヒロシマと私」東未散氏 
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姫路 （20名） 
◇４/３理事会 ◇４/８（土）４月お花見例会 男山水尾神社会館～散策水尾神社→千姫天満宮→男山八幡
宮→男山配水地公園 ◇４/１５子ども食堂 奉仕３名 ◇４/１５姫路の男女共同参画を進める会参加 ２名 
◇４/２２ 第１１期準備理事会 ◇５/１５理事会 ◇５/１５子ども食堂 奉仕１名 ◇５/１８あいめっせ登録団
体連絡会出席２名 ◇４/２２エリア４エリアミーテイング参加６名 ◇５/１９ ５月例会 総会、活動報告、退
任式、ヘルマンハープの伴奏でみんなで歌う♪浜辺の歌、みかんの花咲く丘等♪ ◇５/２０姫路の男女共
同参画を進める会参加２名 
ＳＥＮ姫路 （24名） 
◇4/3（月）ロンドンⅡゾンシャン来日、姫路案内 ◇4/19（水）理事会・例会（卓話：「食中毒の話」姫路市保
健所衛生課 山本敏行氏） ◇4/20（木）あいめっせ登録団体連絡会出席 ◇4/22（水）エリア 4エリアミ
ーティング出席 ◇5/17（水）理事会・例会（総会）事業報告並びに各種決済 ◇5/18（木）あいめっせ登録
団体連絡会出席 
高松Ⅱ （10名） 
◇4/11例会 ◇4/22 エリア４エリアミーティングに 4 名参加 ◇5/11例会並びに第 5 回総会 
福岡 （31名） 
◇４/５（水）役員会 ◇４/１７（月）例会・北九州ゾンタとの合同例会 ◇５/２１（日）他団体の交流・・ラブアース 

【エリア4会員数 13クラブ 271名】 6/1現在 
 

  

イベント案内  

岡 山 
✿7/2（日）瀬戸内美八ディナーショー ✿8/16（水）医療事業（献血）  ✿9/20（水）移動例会
（未定） ✿10/19（木）第 14 回高松地区大会参加（10/19～21） 

沖 縄 
✿8/19（土）13:00～沖縄ゾンタクラブ ゾンタ会員ミニバザー開催 場所：ANA クラウンプラ
ザホテル沖縄ハーバービュー ✿9/9（土）16:30～沖縄ゾンタクラブ ゾンタバザー開催 場
所：特別養護老人ホーム大名 『大名まつり会場内』 

北 九 州 ✿6/10(土)～13(火) 台湾彰化姉妹クラブ訪問 11名参加（4名 2 泊 3日   7名 3 泊 4 日） 

フェニックス
神 戸 

✿６/１７（土）１４時 第１０回チャリテイー「黄色い薔薇のコンサート」チャリテイ入場料３０００円 
１部 ピアノとクラリネット演奏 ２部 和太鼓松村組松村氏他とソプラノ、ピアノの演奏、東灘
区民センター「うはらホール」にて  ✿8/１８（金）真夏のロビーコンサート「総合リハビリテーシ
ョンセンターロビー」にて  

姫 路 ✿７/８（土）ホームパーテイー 会員の親睦と新会員をお誘いするため 和菓子つくり体験 

   
 

例会カレンダー 

 6月 7月 8月 

徳 島 19 日（月）18：30 阿波観光ホテル 
17日（月）予定 18：30 阿波観光
ホテル 

21日（月）予定 18：30 阿波観光
ホテル 

鳴 門 17日 18：30 ホテルアド・イン鳴門 17 日 18：30 ホテルアド・イン鳴門 17日 18：30 ホテルアド・イン鳴門 

岡 山 
21日（水） 12：30 ＡＮＡクランプラ
ザホテル岡山 

2日（日） 18：30 ＡＮＡクランプラ
ザホテル岡山 

16日 未定 ＡＮＡクランプラザホ
テル岡山 

神 戸 15日18：00神戸ポートピアホテル 20日 18：00神戸ポートピアホテル 未定 

高 松 12日12：00JRホテルクレメント高松 11日12：00JRホテルクレメント高松 10日18：00JRホテルクレメント高松 

沖 縄 
17日（土） 11:30 ANAクラウンプラ
ザホテル沖縄ハーバービュー 

15日（土） 11:30 ANAクラウンプラ
ザホテル沖縄ハーバービュー 

19日（土） 11:30 ANAクラウンプラ
ザホテル沖縄ハーバービュー 

北 九 州 
19 日 18：30 リーガロイヤルホテ
ル小倉４Ｆ 

18 日 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 

1 日（日） 11：00 神戸吉兆  
10 日（火） 18：00 兵庫県国際交
流会館 

18日（金） 13：00 総合リハビリテ
ーションセンター 

安 芸 
コ ス モス 

27 日（火） 19:00 リーガロイヤル
ホテル広島 

25 日（火） 19:00 リーガロイヤル
ホテル広島 

4日(金) 19:00 上野学園ホール
（案） 

姫 路 16日(金)13:00 ホテル日航姫路 21 日(金) 13:00 ホテル日航姫路 18日(金) 13:00 ホテル日航姫路 

ＳＥＮ姫路 21日 18:30  ホテル日航姫路 19日 18:30  ホテル日航姫路 16日 18:30  ホテル日航姫路 

高 松 Ⅱ 12日 19：00 オークラホテル丸亀 11日 12:30  オークラホテル丸亀 9日 19：00  オークラホテル丸亀 

福 岡 19日18:30グランドハイアット福岡 24日18:30グランドハイアット福岡 21日18:30グランドハイアット福岡 
 


