
 

 

リーダーシップ現況報告 （抄訳） 
 

リーダーシップ・ニュース  

 

元国際会長をはじめとして、クラブ会長、クラブ会計までも含むゾンタリーダーの皆様：  

 

世界のゾンシャン達が行なっている素晴らしい活動に対し、喜びの笑みと大きな情熱をも

って、この文章を書いています。 

 

この 5月、オーストリア・ウィーンの外交アカデミーにおいて、国際ゾンタ国連委員会に

よる「強制された児童の早婚」に関する国際会議が開かれ、ゾンシャン、NGO代表、及び学

生たちが参加しました。先週は、米国テキサス州ダラスにおける 10地区主催の北米地区合

同会議 に、ゾンタ国際理事たちが出席しました。初日の午後、「児童婚をおわらせる」戦

いでゾンシャン達がとる立ち位置に焦点を置いて会議が始まりました。これらのイベント

はまさにゾンタの精神を反映させるものでした。  

 

この精神を夫々のコミュニテイに示そうと、３００にも及ぶクラブがゾンタ百周年奨励金

に応募したのは驚くべきことです。国際奉仕委員会の各委員は 170件にも及ぶ応募の審査

を着実に終えつつあります。感謝です。近々に支払われるこの奨励金が夫々のコミュニテ

イの女性達に役立つのを待ちきれない思いです。  

 

最後に、夫々のレベルの会計係にも感謝したいと思います。会費改正は大きな仕事です。

2019-2010年度の支えとなって下さるあなた方のお陰です。  

 

以下に続く大切なお知らせを読む時間を取って下さりありがとうございます。皆様のお力

添えに感謝し、更なるご成功のお手伝いをお約束いたします。 

 

 

国際ゾンタ・国際ゾンタ財団・会長 スザンネ・フォン・バセヴィッツ 

“       ”        専務理事 アリソン・サマーズ 

 

 

 



 

 

  

児童婚をやめさせるように行動をおこしていますか？ 
 

地球上で女児たちが直面する最悪の状況の一つ（児童

婚）について皆に認識してもらうため、ゾンタクラブ

が行動しているのを聞くのは嬉しいことです。けれど

も、少しの時間を取って、あなたのクラブの活動を、

私たちに知らせて頂かないと、皆に伝わりません。 

 

この人権侵害に終止符を打つ努力をつづけて下さい。そ

して、クラブの活動の概略を写真と共にこちらまで E-メ

ールして下さい。 pr@zonta.org.  

 

 

 

 

 

 

 

  

ゾンタ 100周年記念日まであと 100日 

 

簡単な紹介例 

百周年記念活動の一部として、クラ

ブ、エリア、又は地区がそのプロジェ

クト・プログラムを通して、どのよう

に女性達に自立心を与えたか、その物

語を他の皆さんにも知ってもらいた

いと思います。ゾンタがどのような

人々をエンパワーしているかを世界

に知らせるために、紹介の記事を

pr@zonta.org.に送ってください。ハ

イレゾの写真も添えてあればなお結

構です。選ばれたものを、11月 8日ま

での 100 日間ソーシャルメデイアに

掲載します。その一例を右に示しま

す。皆様の投稿に感謝いたします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シルヴィー・チャン 

16地区の YWPA受賞者 

「YWPAは、私の学業への努力と地域コミュニ

テイへの貢献を認めてくれました。この受賞

で、自分の目標と努力が評価されたと自信が

つきました」 

 

mailto:pr@zonta.org
mailto:pr@zonta.org


カナダ上院でゾンタの業績を認識 

6月 6日、カナダ上院で、トニー・ディーン上院

議員が国際ゾンタ百周年を祝うスピーチをしま

した。ディーン議員は「カナダのゾンタクラブ

（20 クラブ）が、女性への暴力、健康、教育に

関する奉仕とアドボカシー活動にたずさわって

きた」と述べました。また、アメリアイアハート

奨学金と受賞者たちについても触れました。ゾ

ンタから、トロント・クラブとオタワ・クラブの

会員が 1 名づつ傍聴しました。1929 年、カナダ

はゾンタに加盟した 2番目の国となりました。 

 

  

 

 

上院議員のスピーチのビデオは上のマ

ークをクリックするとみられます。 

スピーチの全文は此処をクリックして

ください。here 
 

 

 

 

 
 

 

会費に関するお知らせ 

 

2019-2020年度・会費改正 

クラブ会長及びクラブ会計の皆様、会費の納入ありがとう

ございます。2019-2020年度継続会員の会費は 88 USドル、

30歳以下（若い専門職）の会員は 44 USドルです。新入会

費及び再入会費は 15 USドルに据え置きます。 

又、北米の会員に対する債務保険は会員当り 3 USドルで

据え置きです。  

 

個人会員は join online で参加できます。クラブを退会し

ても個人会員としてゾンタとのつながりを持ちたい人のための転籍用紙があります。 

 

Zクラブ及びゴールデン Zクラブの年会費は各クラブ 5 USドルに据え置きます。 

継続する場合は、クラブ数の報告を必要とします。 

 

各クラブからの支払いと会員報告書（継続会員及び退会会員の報告）提出は 6月 1日締め

切りでした。貴方のクラブに 2019-2020年度請求書が未着であれば、下記に e-メールでご

連絡ください。memberrecords@zonta.org.  

 

クラブ会員会費の支払いはオンラインで、クレデイット・カードを使って行えます。これ

 

 

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eksllwLZJInRbvHa2PDih9iGAlHJkAkdsCBdJgGHnRD3NlSHy0oNDIJG1NsQosDixjfQRxgDH3PWYz1cvgizTcYrVjH8NkGyS2Id_nTz4UZDiRigDzNYBufZAmVJX20PfHXZ3ciHOD8y0bJcp6rOhhqnAFXvoJz5Q3Anr-qXbFmT7CmOFuuv2ii4NiQuv8I8o0nSbks-0cPU46zsxDG_IJBgtk6TTXskiZKDjKgKU-yxvSD3oI3NLr0Tsn3omqmpq-c8VjAyQf4=&c=97rDOG0OrHpE7LzeSEt-Knj4-NI2whsD04byPKgb3JohvuLXlXKE3Q==&ch=dSVj7wU-vVwtt_Rsn5k8-602wB2iyeH4CN5j47rQB4uNhMydDrci8Q==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eksllwLZJInRbvHa2PDih9iGAlHJkAkdsCBdJgGHnRD3NlSHy0oNDIJG1NsQosDiWSqj92TuY6XBzaz3mBre7QeiqJU_lKSFpUlUAFGsTmZ0gb9T1OyxfTT-ON-Fxv6Ies8qV0nq_RZydXWgMUz64jJVdWKYcOpf2gPdNsQu0NJdP64AC3XGbzrtYU-63b-y&c=97rDOG0OrHpE7LzeSEt-Knj4-NI2whsD04byPKgb3JohvuLXlXKE3Q==&ch=dSVj7wU-vVwtt_Rsn5k8-602wB2iyeH4CN5j47rQB4uNhMydDrci8Q==
mailto:memberrecords@zonta.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eksllwLZJInRbvHa2PDih9iGAlHJkAkdsCBdJgGHnRD3NlSHy0oNDIJG1NsQosDiKLmVoI4SSivJG9uXaR8G7BWXORqepUKwApC3sag5GhGjF9g33p7eYqtsr48XchdNofBjlx__9cNLD7Rtp3forA==&c=97rDOG0OrHpE7LzeSEt-Knj4-NI2whsD04byPKgb3JohvuLXlXKE3Q==&ch=dSVj7wU-vVwtt_Rsn5k8-602wB2iyeH4CN5j47rQB4uNhMydDrci8Q==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eksllwLZJInRbvHa2PDih9iGAlHJkAkdsCBdJgGHnRD3NlSHy0oNDBlPz7FsLgT3DsMMOBs7zHhSIg0BbwdgMw6bCw9pKA_LfK_hiBcVycl_g2FCmJrnDU08fO5yiazcA-i5fxtGpK8=&c=97rDOG0OrHpE7LzeSEt-Knj4-NI2whsD04byPKgb3JohvuLXlXKE3Q==&ch=dSVj7wU-vVwtt_Rsn5k8-602wB2iyeH4CN5j47rQB4uNhMydDrci8Q==


が最も効率の良い方法です。又、国際送金システム SEPA (ユーロ、又は米ドル）か、米ド

ルの小切手、郵便為替でも行えます。国際ゾンタ・オンライン振込に関する説明はこちら

から： membership.zonta.org/Tools/Membership-Dues-Tools.  
 

 

会費はオンラインで振り込みましょう 
 

2019-2020度クラブ役員報告書：  

2019-2020年度クラブ役員報告書は可及的速やかに提出して下さい。締

切日を過ぎています。この報告書の提出は必須です。この報告書にした

がって、クラブ役員が国際ゾンタ・オンライン会費納入システムにアク

セスできるようになるからです。又、クラブ役員に向けて、本部から郵

便物、e-メール、会費などの情報を送るため本部が、現行のクラブ役員

名を掌握していることが重要です。 

オンライン又は pdfで報告書を作成するには下記をクリックしてください。 

Pdfを選択した場合は、記入済みの報告用紙を memberrecords@zonta.org に Eメールして

ください。 

 

 

 

 

 

オプション 1: オンライン報告書 

 

オプション 2: 記入済の PDF報告書を 

Eメールする 

 

 

オンライン報告書 
 

 

PDF報告書のダウンロード 
 

 

  

 

 

  

スザンネ国際会長がザンビアとヨルダンのプロジェクトを訪問 

 

国際理事会は我々のプロジェクトの進行状況をモニターし、

我々の拠出金がどのように使用されているかチェックする責

任があります。そこで、4月初旬、スサンネ国際会長は、ウテ

副会長と資金提供者 3人にマダガスカルを訪問させました。 

 

7 月 7~12 日、スザンネ国際会長は「児童婚を終わらせる世界

プログラム」の運営委員会に出席し、ザンビアでの活動を視

察します。7月 28~31 日はヨルダンのプロジェクト.Eid-bi-Eid 

(hand in hand) (手をつないで)に参加します。 

 

 

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eksllwLZJInRbvHa2PDih9iGAlHJkAkdsCBdJgGHnRD3NlSHy0oNDMT51Bb5VBaTVRYJe-q6kZuogybv74u0dXQGCXsrSJuJVklFcNkVRioLiaI57M9oavkHLO5P3cpHKBu-d4B78wGedmsuztLJanuewvKdapQ7MsZIxQICDBYvXXo_MVkkbg-3wkFoKteb&c=97rDOG0OrHpE7LzeSEt-Knj4-NI2whsD04byPKgb3JohvuLXlXKE3Q==&ch=dSVj7wU-vVwtt_Rsn5k8-602wB2iyeH4CN5j47rQB4uNhMydDrci8Q==
mailto:memberrecords@zonta.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eksllwLZJInRbvHa2PDih9iGAlHJkAkdsCBdJgGHnRD3NlSHy0oNDNZ9zbE9hDIM5f0sPCcD4t9yqQxtJaK8u4uWxIEXPpDxeqs3j0HYROJyttc0S264fDnn9s2vX3VboJ_J2oY9baaj61NxVFwkG5tiVb_lp-qZ&c=97rDOG0OrHpE7LzeSEt-Knj4-NI2whsD04byPKgb3JohvuLXlXKE3Q==&ch=dSVj7wU-vVwtt_Rsn5k8-602wB2iyeH4CN5j47rQB4uNhMydDrci8Q==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eksllwLZJInRbvHa2PDih9iGAlHJkAkdsCBdJgGHnRD3NlSHy0oNDDMR9cak1jbeUfu8myUqWqJIEFpyvKnAluqz9feyaqk2WWBnh9q2gBRLdeHiTDaS7RNmrq4BfqLw0uvYzmd65K60-M3PnnkeOzbaDm8KTeW8m-loLi1SsppGjuwTuttv5uDBs86sigAVxwxq3kxydXc=&c=97rDOG0OrHpE7LzeSEt-Knj4-NI2whsD04byPKgb3JohvuLXlXKE3Q==&ch=dSVj7wU-vVwtt_Rsn5k8-602wB2iyeH4CN5j47rQB4uNhMydDrci8Q==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eksllwLZJInRbvHa2PDih9iGAlHJkAkdsCBdJgGHnRD3NlSHy0oNDIPlLxx8dycOYkpGHaXu0Z32sgzx3vd9kPJnP-kvm4Uk4yPH-UmYqrICdvIlt0gf3-6ISEhQiZZ7lpJ1pCQTu3e8qMvKBB5YCGhiM9uwGSBZiR5MVnCnSgjWmzCnGOsc_mj65WUXW7kC44zqdfD7AJEsrrr4PdlQO-AIJkdWtIRWdc04Tp1Dt_s=&c=97rDOG0OrHpE7LzeSEt-Knj4-NI2whsD04byPKgb3JohvuLXlXKE3Q==&ch=dSVj7wU-vVwtt_Rsn5k8-602wB2iyeH4CN5j47rQB4uNhMydDrci8Q==


スザンネ国際会長はその経験を皆様に伝えます。ソーシャルメ

デイアで国際ゾンタのニュースを見、我々のウェブサイトをチ

ェックし、それを貴女のグループの人たちに伝えて下さい。

我々が良い活動をしていることが皆に伝わります。 

 

    

 

 

 

  

オンライン・コミュニテイ・プラットフォームの閉鎖 

 

オンライン・コミュニテイを継続しないことになりまし

た。コミュニテイで共有されたすべての文書は、インタ

ラクテイヴ（対話方式）で安全な Dropbox for Business 

フォルダーに保全されました。これらのフォルダーへの

アクセスについては、近日中に、貴方の地区への本部リ

エイゾンから連絡があります。   

 

今期の初めから、ウェブサイト・ツールの使用度を追跡し

てきました。6 月 10 日付けの報告では、先月中に使用したのは、３コミュニテイが 1度だ

けということでした。このプラットフォームを使用して頂きありがとうございました。私

たちは会員間交流のために他の方法を模索し続けます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

財団の現況 

 

国際ゾンタ財団へのご協力ありがとうございます。現 2年期（2018-2020 年）の半ばに

達した 5 月 31 日、全体目標額の４１％の拠金を得ました。これは、昨年同期の成績を上

回ります。横浜大会で決定した目標への残額は、皆様のご協力で達成できると思います。 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eksllwLZJInRbvHa2PDih9iGAlHJkAkdsCBdJgGHnRD3NlSHy0oNDNwjCbeyWwE933Kyis6BB42uln-9xTQVRqhc9wcsnDiSWgx0N0tf3nQFer8bqoXHTEcyPmVuZrDK2v3FFV42CGR4qoTwx9jZzfJfBuzZxADgJRWipheXCgMUJvRlwdIfTA==&c=97rDOG0OrHpE7LzeSEt-Knj4-NI2whsD04byPKgb3JohvuLXlXKE3Q==&ch=dSVj7wU-vVwtt_Rsn5k8-602wB2iyeH4CN5j47rQB4uNhMydDrci8Q==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eksllwLZJInRbvHa2PDih9iGAlHJkAkdsCBdJgGHnRD3NlSHy0oNDBP8gZA6V8BBv3Alu7YLLrma8p6yPoT1_2QOjMVdmXS8ph08fZ_888ikk8XHBMNcjwQkcbnaVKZB0R45xQQqBckkPm_0r0HkGw==&c=97rDOG0OrHpE7LzeSEt-Knj4-NI2whsD04byPKgb3JohvuLXlXKE3Q==&ch=dSVj7wU-vVwtt_Rsn5k8-602wB2iyeH4CN5j47rQB4uNhMydDrci8Q==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eksllwLZJInRbvHa2PDih9iGAlHJkAkdsCBdJgGHnRD3NlSHy0oNDGxfXCWznTbI-epmaO1e30DXMYrnmSBtUoQFV4AnSixHYILh6Mv1DM_TDhUzKdB45EIcHXIYhwoQlpH6G0xMNRMWKBSLPYIg3fTwJkvOtTJR&c=97rDOG0OrHpE7LzeSEt-Knj4-NI2whsD04byPKgb3JohvuLXlXKE3Q==&ch=dSVj7wU-vVwtt_Rsn5k8-602wB2iyeH4CN5j47rQB4uNhMydDrci8Q==


 
国際奉仕      ZISVAW    アメリアイアハート J.M.クローズマン  YWPA         ローズ基金 

  マダガスカル    児童婚を     宇宙科学&      実業界への     世界的に      各プログラムの 

  プロジェクト     やめさせる。   宇宙工学を      参加を目指す   女性の権利     資金不足に 

                          専攻する女性    女性の教育と    確立を目指す   備えて 

   手をつないで               に広く機会を     キャリア育成    若い女性 

                    あたえる                   リーダーの育成 

 

 

 

 

   

 

寄附をどうぞ 
 

 

 

  

ゾンタ本部の移転 

7月 1日、国際ゾンタ本部が、現在のビルより約 12マイル北の

地点に移動します。移転にあたり、6月 27日（木）及び 6月 28

日（金）の両日、本部を閉鎖いたします。新しい住所は： 

1200 Harger Road, Suite 330, Oak Brook, IL 60523 USA 

 

 

 

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eksllwLZJInRbvHa2PDih9iGAlHJkAkdsCBdJgGHnRD3NlSHy0oNDIJG1NsQosDiIQkLtLDEhm5kjkNY4mQcC0YE3uD370sRY8-V9_0CaSaeyNv5k4oKX1UQtpYOiVgRekPFi5x0ggOIYFkmLrOB8BnNcSBPjAFldEQfYCC7mJ5RpzxzFKYrLVtJOHDxq2CsI3lqurSmVe0EwrYpqDpehpjtdpuBP_N1M43pBP3DZ6UHKRtweLLxQIZy9kEVkS-jlK4UXZKx8b3MO0emz_RyxYARQgFOf-BbxO4UrR_0mYLQqZ7D3Ih4JT_ErYw3rPAHHFV5wcNOr75rnfJxwQlBVtVwgHYDt75-4-3I8gYJWM8=&c=97rDOG0OrHpE7LzeSEt-Knj4-NI2whsD04byPKgb3JohvuLXlXKE3Q==&ch=dSVj7wU-vVwtt_Rsn5k8-602wB2iyeH4CN5j47rQB4uNhMydDrci8Q==


 

 

  

2020-2022 年度役員立候補者の募集 

 

 

 

2020-2022の 2年期役員への立候補を受け付けます。締め切りは 2019年 9月 30日夜中（GMT）（グリニッチ

標準時）  詳細はこちらから (Visit the International Nominations Tools page ). 

 

 

 

 

  

注意事項、締め切り等 

 

• 6月 27-28日:  国際ゾンタ本部は移

転の為、閉鎖。  

• 7月 1日: 新しい本部がオープン  

• 7月 4日： アメリカ独立記念日、（本

部閉館）  

• 7月 30日：国際友情の日、及び   

世界の人身売買反対の日  

• 8月 1日： クラブから地区へ、技術

系女子奨学金の申し込み最終日。  

• 8月 19日：: 世界博愛の日  

 

*地区により別の日が設定されている場合は除く 

 

 

 

 

 

 

 

  

良くある質問 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eksllwLZJInRbvHa2PDih9iGAlHJkAkdsCBdJgGHnRD3NlSHy0oNDMgx_NA45kkZPE5roXh-CEcFUqdFi01Jf0lXPL-GaOSdQKCnrYiCvEnGQcyQXPtfNtZChpIOCQSabsy8AGc4QCSXhDUCGUFdJgfhPnXk9Otpx78lZQ9DmfchR0SOBtcdHqLmSfchXzKKfrs_jmfvWYw=&c=97rDOG0OrHpE7LzeSEt-Knj4-NI2whsD04byPKgb3JohvuLXlXKE3Q==&ch=dSVj7wU-vVwtt_Rsn5k8-602wB2iyeH4CN5j47rQB4uNhMydDrci8Q==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eksllwLZJInRbvHa2PDih9iGAlHJkAkdsCBdJgGHnRD3NlSHy0oNDMgx_NA45kkZPE5roXh-CEcFUqdFi01Jf0lXPL-GaOSdQKCnrYiCvEnGQcyQXPtfNtZChpIOCQSabsy8AGc4QCSXhDUCGUFdJgfhPnXk9Otpx78lZQ9DmfchR0SOBtcdHqLmSfchXzKKfrs_jmfvWYw=&c=97rDOG0OrHpE7LzeSEt-Knj4-NI2whsD04byPKgb3JohvuLXlXKE3Q==&ch=dSVj7wU-vVwtt_Rsn5k8-602wB2iyeH4CN5j47rQB4uNhMydDrci8Q==
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地区大会のためのツールは何処にありますか？ 

ウェブ頁の District Conference Toolkit にあります。2019 年度地区

大会の準備にお使いください。ご成功を祈ります。  

 

国際ゾンタへの Eメールはどこに送れば良いでしょうか？ 

一般的な質問は: zontaintl@zonta.org  

財団関係は: zifoundation@zonta.org  

メンバーシップ（会員関係）は： memberrecords@zonta.org  

プログラム関係は： programs@zonta.org  

PR/通信関係は： pr@zonta.org  

ウェブサイト関係、ロゴの要請は： webmaster@zonta.org  
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