
 

 
 
 
 
 
 
 
 

～ AD便り～    
 例年でしたら桜を愛で、春の訪れを楽しむ頃ですが、新型コロナウイルスの 感染者が日本で初めて確認され
てから2カ月が経ち、桜の花の色もあせて見え、不安な日々を過ごしております。皆様、お元気でお過ごしいらっ
しゃいますでしょうかお伺い申し上げます。 
 私たちの日常生活や経済活動にも大きな影響が出ております。上記に記しましたように7月4日から開催予定
のシカゴ世界大会が中止と決定されました。国際ゾンタ設立100周年を記念すべき世界大会を楽しみにされてお
られた多くのゾンシャンがいらしたことでしょう。本当に残念でございます。この中止の決定に準じまして今年のエ
リアミーティングも全て中止ということになりました。苦渋の選択でしたが、皆様とご家族の皆様のご健康が最優
先されるべきと考えました。エリアミーティングでこの1年間の皆様の活動を報告して頂いたり、また会員同士の
親睦を深める機会は今年は無くなりましたが、私達は、会長様からすでにご提出頂きました資料を基に、エリア2
のこの1年間の活動の記録を残す方法を考えております。この6カ月間心を込めて一生懸命準備に励んで下さい
ましたかながわゾンタクラブの清水会長と会員の皆様のお働きに、心より感謝申し上げます。 
  3月は 私たち ゾ ンシャンにとって大切なローズデー月間でしたが、多くの各クラブのイベントが中止を余儀なく
されました。 スザンネ国際会長からの最近のメールにも、このコロナウイルス感染拡大の社会状況ではDVが増
えるのではと懸念を示されましたので、このような試練の中でも私達もこのような問題を心に留めておきたいと思
います。私のADの任期もあと残り僅かとなりましたが、引き続きご支援よろしくお願い申し上げます。 
 新型コロナウイルス感染拡大が一日も早く収束し、元通りの平穏な日々が戻ってきますよう心より祈っておりま
す。皆様、くれぐれもお気をつけて、安全に、お健やかにお過ごし下さいませ。 
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クラブ トピックス 

東京Ⅱ 
横浜 

第37回補助犬育成―障がい者自立支援 
チャリティーコンサート＆ビンゴの集い 

高橋会員入会式 

お知らせ 

第65回シカゴ世界大会、及び第11回エリア2エリアミーティングは中止となりました。 
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横須賀  2月11日東京Ⅱチャリティー
コンサート&ビンゴの集い 

 
左上から 
🍳完成間近のテーブルで思わず笑みがこぼれ 
  ます。料理講習会 
🍳スペイン風オムレツをつくる参加者 
🍳魚介のパエリアを作る臼田会員 
🍳料理講習会全員集合（欠席は2名だけでした） 
 

三重 

第７回研修会『ヨガで身体も心も元
気に』若林久穂先生によるヨガレッ
スンが開催されました。16人が受講
し、リラックス効果をアップする音楽
に合わせて、優しく温かいご指導の
お陰で、ヨガ初体験のゾンシャンも
落ちこぼれることなく、１時間ほど体
験した結果、肩や背中がスッキリし
たという声で溢れていました。また、
三重ゾンタクラブのメンバーの素敵
な一面に触れ、チームワークと 
資質が向上したように思います。 

新入会式（関さん、中畑さん） 



クラブ活動報告 
クラブ名 活動内容 

東京Ⅰ 
№492 / 14名 
的場博子会長 

・3月14日（土）に予定致しておりましたローズデーイベント“音楽療法で心身共に癒す”は新型コロナ
ウイルス拡大防止の為、中止と致しました。感想：北九州地区大会、オープンフォーラムでの質問に
対する国際ゾンタ理事・ベイトマン氏の回答書への木下ガバナーの返礼は、さすが名文でございます。
会員一同、次期国際理事になられますことを願っております。 

横浜 
№594 / 19名 
大野万寿子会長 

・2月13日（水）例会 髙橋裕美さんの入会式（写真）、来年度会長、副会長、各役員及び理事の指名、
（会長 阪井サヤカ会員、副会長 松崎恭子会員）、 クラブ内オークション 
・3月11日（水）コロナウイルスのため例会中止  

東京Ⅱ 
№1071 / 25名 
後藤愛子会長 

・2月11日（火）第37回補助犬育成―障がい者自立支援チャリティーコンサート＆ビンゴの集い（写真） 
・2月29日（土）26地区男女同一賃金に関する署名簿発送 ・3月12日（木）新型コロナウイルスの感染
リスクの影響で例会休会 （勉強会ジェンダーギャップ指数に関する件）後日例会にて 

岐阜 
№1078 / 21名 
安田多賀子会長 

・2月21日（金）理事会・例会 次期役員指名委員の選出 卓話 3月8日ゾンタローズデーに向けて 
   講師 ＮＰＯ法人「あゆみだした女性と子どもたちの会」現状報告 理事長 廣瀬 直美氏 
   資料を元に現状をわかりやすく解説、想像以上に深刻な問題を抱えていることが理解できた 
・3月 3日（火）指名委員会開催 次期役員（会長、副会長）の選出          
・3月20日（金）理事会・例会 次期役員指名委員会・役員指名 会長・副会長  

松本 
№1522 / 43名 
遠山雪子会長 

・2月11日（火）松本駅前広場にてフラワーデモに有志参加 
・2月20日（木）2月例会・女子修学生支援金授与式と卓話 西沢優姫さん（松本大学・人間健康学部
環境栄養学課3年）、 「男女同一賃金制の実現」の署名活動集計と提出  
・3月8日（日）ローズデーイベント 新型コロナ肺炎の影響によりイベント中止 
・3月19日（木）3月移動例会 新型コロナ肺炎の影響によりパソコンのメールにて実施  

名古屋SORA 
№1531 / 13名 
久田礼子会長 

・ 2月11日（月） 東京Ⅱゾンタクラブ「第37回チャリティーコンサート＆ビンゴの集い」＜参加5名＞ 
・ 2月19日（水） 例会「ビンゴパーティーについて、指名委員交代について」 
・ 3月 1日（日） 理事会・例会 「ビンゴパーティー延期ついて」、「名古屋ＳＯＲＡゾンタクラブ標準 
規約･内規について」 ・ 3月29日（日） 理事会 

かながわ 
№1598 / 15名 
清水佳子会長 

・1月14日（火）①理事会例会及び矢﨑ADにご参加頂きエリアミーティング準備会合を行う。➁支援先
団体「根っこの会」代表の退任挨拶を受ける。➂クリスマスチャリティーコンサートの反省を行う 
・2月11日（火）①理事会例会、及びエリアミーティング準備会を行う。➁国際会費、寄付金送金の決
定➂「男女同一賃金実現」請願書の署名④かながわゾンタクラブの活動の在り方を確認、支援先の
検討についても再確認。 ・3月理事会例会、女性デーイベントは中止。 
・3月24日（火）矢﨑ADにご参加頂きエリアミーティング準備の打ち合わせを行う。 

横須賀 
№1665 / 6名 
地主ちづ子会長 

・2月11日（火）東京ⅡZCチャリティーコンサート＆ビンゴの集い（三ツ橋敬子指揮東京フィルハーモ
ニー交響楽団のメンバーによる弦楽八重奏）京王プラザホテル（素晴らしい指揮と弦楽のテクニックと
ハーモニーと楽しい曲の数々に心が癒されました。補助犬たちの賢さに驚きました。）（写真） 
・2月18日（火）例会（エリア２エリアミーティング、シカゴ国際大会、男女同一賃金の署名簿の回収、
ローズデイ料理講習会の準備と打ち合わせ）  
・2月29日（土）ローズデイ記念料理講習会「Hola!Spain」横須賀市福祉会館調理実習室 
20名参加（新型コロナウィルス感染症の影響で手洗い洗剤、マスク、アルコールを準備）（写真） 
・3月17日（火）例会（料理講習会の反省と会計報告、エリアミーティングの最終決定日、         
シカゴ国際大会のコロナウィルスの影響と指名委員会からの立候補者名簿、地区大会のスザンネ会
長オープンフォーラムの回答、山田町ゾンタハウスの今後の事業計画、手作りマスクの作り方） 

東京Ⅲ 
№1677 / 10名 
山田千鶴子会長 

・2月4日（火）2月理事例会 出席４人 ・3月3日（火） 3月理事例会（Zoom会議） 出席4人  
 ゲスト２名 男女同一賃金実現の署名 送付   継続支援団体への寄付金送付 
   「カリヨン子どもセンター」「女性ネットSaya-Saya 」「 品川チャイルドライン」  

群馬 
№1890 /5名 
飯島百合会長 

・2月3日 （月）理事会 ・2月10日（月）例会 群馬ゾンタクラブ主催卓話についての打ち合わせ 
・2月21日（金）Ｍサポ祭り会場準備 （準備中に実行委員会より中止決定：コロナウィルス感染症予防
のため） ・2月22日（土）Ｍサポふれあい祭り中止 ・2月29日（土）卓話延期 
・3月2日(月) 理事会 ・3月23日 (月) 例会 群馬ゾンタまつりについて、期日及び内容の検討、 
卓話について 期日及び内容の検討 

山梨 
№1939 / 20名 
浅川利恵子会長 

・2月11日（火）東京Ⅱゾンタクラブチャリティコンサート&ビンゴパーティ参加1名 
・2月19日（水）役員会（オンライン会議） 
・2月29日（土）例会&ローズデーイベント・子どもの虐待と貧困についてー新型コロナパンデミックによ
り延期 ・3月11日山梨県きずな会訪問 ・3月23日山梨県長子育て支援課訪問 
・3月役員会延期中  ・3月26日（木）ウェブ例会 ・3月乳児院ひまわり訪問予定 

三重 
№1971 / 29名 
高木久代会長 

・2月21日（金）例会＆第７回研修会 若林久穂先生『ヨガで身体も心も元気に』（写真） 
・3月27日（金）例会は新型コロナウィルス感染・拡大予防のため、中止 
新型コロナウィルスの感染拡大防止の対応措置として、３月の例会は中止せざるを得なかったが、次
年度の新体制に向けた引継ぎなどは、各自で行っておくこととした。 
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クラブ名 イベント 

東京Ⅰ 
・4月16日（木）11月23日開催の恒例チャリティーバザーの準備スタート 
・5月21日（木）寄付金贈呈式（①いのちの電話 ②日本点字図書館） 

横浜 
・4月8日（水）例会、三味線，三絃重奏3曲の演奏を聴く 
・5月13日（水）例会、3月例会でのローズデーイベントが中止になったため再度のDVシェルターのミカエラ
寮のシスター宮下の卓話を予定しています。「最近のDV事情について」 

松本 
・4月29日（水・祝）信州岩波講座/まつもと2020 会場 まつもと市民芸術館主ホール 
   講師 寺島実郎  演題 世界の構造変化と日本の進路  新型コロナ肺炎の影響によりイベント中止 

かながわ ・５月１６日（土）第11回エリアミーティング 

群馬 
・５月５日（火）  鐘の鳴る丘主催子どもの日イベント参加 
・５月１６日（土） エリア２エリアミーティング 

山梨 ・エリアⅡエリアミーティング参加予定 

三重 ・4月1日 三重県ヘルプマークへ募金申請 

  

4月 
東京Ⅰ 16日（木） 横浜 8日（水） 東京Ⅱ 9日（木） 岐阜 10日（金） 
松本 16日（木） 名古屋SORA 15日（水） かながわ 14日（火） 横須賀 21日（火） 
東京Ⅲ 3日（金） 群馬 20日（月） 山梨 16日（木） 三重 17日（金） 

  

5月 
東京Ⅰ 21日（木） 横浜 13日（水） 東京Ⅱ 14日（木） 岐阜 8日（金） 
松本 21日（木） 名古屋SORA 20日（水） かながわ 12日（火） 横須賀 19日（火） 
東京Ⅲ 12日（火） 群馬 11日（月） 山梨 21日（木） 三重 15日（金） 

  

6月 
東京Ⅰ 18日（木） 横浜 10日（水） 東京Ⅱ 11日（木） 

総会 
岐阜 19日（金） 

松本 18日（木） 名古屋SORA 17日（水） かながわ 9日（火） 横須賀 16日（火） 
東京Ⅲ 2日（火） 群馬 15日（月） 山梨 18日（木） 三重 19日（金） 
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 Welcome  to  

                  ZONTA!！ 

新入会員 

●新入会員 
 ☆高橋 裕美様（横浜 2月1日付） ボランティア 
 ☆中畑 てる美様（三重 2月1日付）化粧品製造・販売 エステティックサロン 
 

エリア２会員数 2020年3月31日現在 12クラブ 220名 

～横須賀ゾンタクラブからのひとくち情報～ 
 
マスク、アルコールが買えない状況です。並んでも買えないので、作ることにしました。 

①ペーパータオルを折って両端に輪ゴムをホッチキスでとめる。（使い捨てですが、一時し
のぎです。病院の待合室で待つ時） ②ガーゼの生地で手作りしました。大人用、子供用、
立体と３種類。プリント柄 

 


