A

R

E

A

1

エリア通信
第１２号

２０２０年 ６月 1 日 発行

国際ゾンタ 26 地区エリア１ エリアディレクター 水野 幸子
６月 1 日現在 エリア１会員数 １５４名

ご

挨

拶

２０１８年の国際会議横浜でスタートしてから早くも２年が経過しました。自然災害など多くの驚きや心配がありました。
しかしそれ以上に会員どうしの深い繋がりがあり、友情を固める事ができた喜びもありました。これ程に濃密な状況を築く事
ができたことには感謝以外ありません。 先輩方の厳しくも優しい励ましは有り難く思ったものでした。 今回のコロナ感染症
は世界大会を止め、エリアミーティングも中止に追い込みました。 医療と教育の充実の必要性を今回ほど実感したのは初
めてでした。 日本がこれほどの状況になった事は今後の私たちゾンシャンの活動の路をしめしてくれたのではないでしょう
か。 これからすべきことを改めて思いかえしました。２年間の暖かい応援とはげましにこころから感謝いたします。 次期
AD 松村様をみんなの拍手でお迎えしましょう。 きっと沢山の楽しさを運んで下さると思っています。 有難うございました。

エリアディレクター活動報告および予定
活動報告

エリアミーティングの替わりとなる活動報告を４エリア合同で作成。
世界大会クレデンシャル登録のサポート

クラブ報告
－

仙台Ⅰゾンタクラブ

－

クラブ活動報告

次期会長あいさつ

４月

・

５月

会長名

佐久間 青星

会員数 ３１名（減２名）

４月 ７日

役員会

４月２１日

定例会 新型コロナウイルス感染緊急事態宣言により中止

５月１２日

新旧合同役員会 新型コロナウイルス感染予防のため中止

５月１９日

定例会 新型コロナウイルス感染予防のため中止

才田いずみと申します。２０２０年度と２０２１年度の２年間、仙台ⅠZC の会長を仰せつかり
ました。どうぞよろしくお願い申し上げます。ちょうど２０年前にゾンタに入りました。クラブ会長
を務めるのは２０１０～２０１１年度以来２度目ですが、前回は東日本大震災、今回はコロナウ
イルスのパンデミックと、どうやらとんでもない事態に遭遇するめぐり合わせのようです。アフタ
ーコロナがどういう社会になるのか見通せませんが、会員の皆様のお力をお借りして、何とか
お役目を全うしたいと思っています。

－

札幌Ⅰゾンタクラブ －
クラブ活動報告
記念行事

会長名

佐々木 千秋

会員数

５月２８日

札幌Ⅰゾンタクラブ 最後の総会および例会

５月２８日

５０周年記念行事

６名

札幌身体障害者スキー協会へ バイスキーを寄贈
エリア通信で皆様にご報告いたします。

札幌Ⅰゾンタクラブ
６名と事務局の皆様

札幌Ⅰゾンタクラブは２０２０年５月３１日でクローズいたします。日本で６番目に設立しました
クラブとして大変心苦しいのですが、今後は札幌Ⅰの親クラブ仙台Ⅰゾンタクラブの皆様及
び札幌Ⅰのゾンタ精神を受け継いでくださった函館、札幌Ⅱ、札幌 IRIS そして沖縄ゾンタク
ラブの皆様にバトンをお渡ししたいと思います。
当初は６月に６００回例会、５０周年を皆様と共にお祝いする予定でおりましたが、未曾有のウ
イルス感染拡大が続き、特に札幌は自粛継続が解除出来ない状況の中、残念ながら式典、
祝宴などを控えることにいたしました。また、長きにわたり組織拡大に努力いたしましたが、会
員増強を見込めない事から５０周年を節目に解散の結論に到りました。
５０年にわたりここまで様々に支えて下さった皆様に心からお礼申しあげます。
皆様と過ごした楽しい思い出に感謝申し上げます。ありがとうございました。
（札幌Ⅰゾンタクラブ会員一同）

－

函館ゾンタクラブ －
クラブ活動報告

会長名

竹村 弘子

会員数２３名

４月 １日

第１０回 理事会

４月１５日

第５５３回 例会

５月 ６日

第１１回 理事会

５月１２日

函館視覚障がい者点字図書館へ寄付金贈呈（会長・奉仕委員会）

エリア１の会員の皆様
お元気でおすごしの事と存じます。函館ゾンタクラブ会長の竹村と申します。
１年目は新しい業務の学び、２年目は積極的に会員の皆様の思いを会として進めて行く、気
を引き締めていた所でした。
しかし、毎日のように「コロナウイルス」の情報が入り、顔は笑っていても心は日々不安を感じ
ています。・・３密・うがい・手洗い・マスク・・ 守ることでウイルスを取り入れにくくなると思いま
次期会長挨拶

す。令和２年は気をゆるすこと無く、生活・活動方法・奉仕活動等を考慮し実施する所存であ
ります。一人一人知恵と勇気と思い遣りを持って現実に対応し頑張りましょう。当函館ゾンタも
社会情勢を見極めながら、奉仕活動に努力して行きたいと思っています。又 前年度と違う
発想や必要性に応じた努力も大事と考えています。
国際ゾンタとして「すべての女性及び女児能力の能力強化」「児童婚の問題に取り組む」「男
女平等参画と同等賃金」など自国のみならず周囲国でも、社会的強制力が存在している事
に我々も意見を伝えられることを望まずにはいられない課題であります。頑張りましょう。
一年間宜しくお願いいたします。
追伸 ２０２０年、コロナウイルスに負けない健康を願い御自身のお体を御自愛ください。

－

塩釜ゾンタクラブ －
クラブ活動報告

次期会長挨拶

会長名

引地 ゆり子

４月１５日

４月例会 中止

４月中旬

本塩釜駅前花壇のお花の植え替え

５月２０日

５月例会 延期（日程は未定）

会員数

４名（１名減）

「ゾンタとは？」「奉仕活動とは？」 ２０２０年の始まりは（自分自身とゾンタクラブの関わりを見
直すこと）から始まりました。 塩釜ゾンタクラブ誕生の時から昨年まで、先達たちのリードの
元で私が継続して行ってきたことは「国際ゾンタからの発信をクラブメンバーに伝えること」で
した。そしてこのコロナ・パンデミック渦中にあって、国際ゾンタの年度末業務はすべてオンラ
イン化され、国際ゾンタウェブ情報内に記録された我クラブに加入した全会員名をみつけ、
改めて「クラブとしての原点に戻って始める」覚悟をしました。
塩釜ゾンタクラブ認証は１９８３年８月、その出会いを与えてくださった創始者と、その当時か
ら家族で支えてくれた継続会員と、職業人としの私を見て大人になって加入してくれた新会
員と共に「自分たちにできる奉仕とはなにか？」を見つけていきたいと思います。

－

札幌Ⅱゾンタクラブ －

クラブ活動報告
北海道骨髄バンク推進協議会に
寄付金を贈呈

イベント報告

会長名

堀内

万記子

会員数２２名

４月 ２日

役員理事会

４月 ４日

エリアミーティング山形は中止

４月１５日

４月例会中止

４月１５日

新理事選挙（郵送、Fax にて信任投票）

５月 ２日

役員理事会（書面総会を決定）

５月 ９日

役員理事会（書面総会準備）

５月２０日

北海道骨髄バンク推進協会に寄付金贈呈

５月２０日

５月例会中止

５月３０日

クラブ親睦旅行ウポポイ中止

５月２０日

北海道骨髄バンク推進協会に寄付金贈呈

役員理事会（書面総会準備）

次期会長挨拶
札幌Ⅱゾンタクラブ会長、堀内万記子でございます。この任を承りまして、瞬く間の一年でご
ざいました。責務を全うすることが出来ましたのも、会員のご協力のお蔭と感謝の念に堪えま
せん。
札幌Ⅱの大きな活動として、チャリティーディナーショーがございます。 今年度は中村太地
さんをお招きし、素晴らしいバイオリン演奏に好評をいただきました。この収益は、国際ゾン
タ、ピンクリボン、骨髄バンク、盲導犬協会、ガールスカウト他、コロナ感染症予防に役立てて
頂くべく女性と子供を支援する団体に寄付をする予定でございます。また北星女子高等学
校 Z クラブとスポンサークラブとして共に活動をしております。「SAYSNO ｷｬﾝﾍﾟｰン」では、映
画「ソニータ」の観賞会や SDG‘S 勉強会を企画し、高校生の積極的な発言に感化されつ
つ、交流を深めております。彼女たちが、将来ゾンタの理念を引き継いでくれることを切に願
っておりますと共に札幌Ⅱもその範となるべく、更なる高みを目指してまいります。

－

盛岡ゾンタクラブ －

会長名

クラブ活動報告

小苅米 葉子

会員数１６名 （１名減）

４月 １日

例会

柴田和子会員により、岩手県芸術協会についての卓話

４月１５日

理事会 新型コロナウイルス感染防止のため休会

５月１３日

例会

５月２７日

理事会 次年度事業計画（案）・新役員報告

新型コロナウイルス感染防止のため休会

盛岡ゾンタクラブ次期会長を務めさせていただくことになりました。世の中コロナ騒動であらゆ

柴田次期会長挨拶

る分野が一変し、自粛、自粛のステイホームの中、いろいろ考えさせられ、又多くの反省、学
びがありました。今後ゾンタ活動も、制限多く、いままでとは違った形に変化していくことが予
想されますが、こんな時だからこそ、真の奉仕とは？とゾンタ精神の原点に帰って、めげず
に、ぶれずに、ゾンシャン同志の絆を深めながら、世の中のお役に立てれば、、、と思ってお
ります。
そして、会員減少の厚い壁を乗り越えて、１人でも、仲間を増やすべく、ゾンタ！ゾンタ！と声
をあげていきたいと思います。

－

札幌 IRIS ゾンタクラブ
クラブ活動報告

岡部次期会長

－

会長名
４月 ６日

徳中 恭子

会員数１１名 （１名減）

理事会 クリスマスパーティー決算 新春の集い決算

４月１３日

例会中止 書面にて議題、内容を通知

４月２７日

理事会中止

５月１１日

例会中止

札幌 IRIS ゾンタクラブ 会長 岡部文子
新型コロナウイルス感染症の嵐が吹き荒れ、日本全土が右往左往しているこの時期に、会
長職を引き継ぐことになりました。例会、理事会もままならず、書面での確認作業と ZOOM
などでの新しい会議の模索で新期のゾンタがはじまります。人と会うことによって始めて信頼
感と親しみを感じます。また、直接話をすることによって得られる、尊敬できる素晴らしい仲間
がいます。人と巡り合うゾンタの喜びを、人生の財産といちづけている私にとっては、これか
らも世の中の流れは多少辛いものがあります。経済も教育も世の中の仕組みさえ変わってい
くことは必要な事ですが、多様な選択肢はゾンタの中にも残していきたい、クラブの中にも残
しておきたいと思っています。SDGS と同じですね。
誰も残していかない。

－

秋田ゾンタクラブ －
クラブ活動報告

会長名

中道 敦子

会員数１０名

４月 ８日

例会 新型コロナウイルス感染拡大のため中止

５月１３日

例会 新型コロナウイルス感染拡大のため中止

会員へ各種報告など配布

福井嶺南ゾンタクラブ松本律子会長より贈呈されたマスクを会員に配布
国際本部よりオンラインにて連絡事項

クラブ役員選考

次期会長挨拶
秋田ゾンタクラブ創立３０周年を節目に、今度こそは新時代に相応しい新人会長の選出を期
待し、議論し調整いたしましたが、二転三転し結局不発・・・止むを得ず承引いたしました。
現有会員数（１０名）を保ち、出来るだけ一人でも多くの会員増強を目指します。
そして、これまでどおり秋田ゾンタクラブらしい円満な運営を継続し、国際平和を目的にその
役割を果たすべく、老骨に鞭うって頑張ります。
この先２年間、世界中のすばらしいゾンシャンの皆様と秋田ゾンタクラブ会員ともに、苦労と
学びを共にし、ゾンタの理念に則し、微力ながら国際社会に貢献できれば幸いです。
秋田ゾンタクラブ

－

福島ゾンタクラブ －
クラブ活動報告

会長名

佐藤康子

山川 多美子

会員数１０名

４月１７日

理事会 例会

新型コロナウイルス対策の為中止

５月１５日

理事会 例会

新型コロナウイルス対策の為中止

＊配布書類は、メール及び郵送にてお知らせ
次期会長挨拶

全世界が、新型コロナウイルスの脅威にさらされている中、早くも２０１８年～２０２０年度が終
わろうとしています。 このような状況を誰が予想したでしょうか。国際横浜大会に始まり、国
際ゾンタ１００周年、去年の５月には福島でのエリアミーティング開催。今年は、エリアミーティ
ング、国際大会が中止となりました。このような中、新年度を迎えようとしています。例会もまま
ならぬ状況での新年度スタート。特例として引き続き現状のままでのスタートとなりました。
国際大会は中止となり、役員はオンライン投票。これからの新しいゾンタの始まりですね。
微力ながらまたゾンタ活動に邁進していきたいと思います。よろしくお願い致します。
皆様にお会いできます事楽しみにしております。
福島ゾンタクラブ

－

釧路ゾンタクラブ －
クラブ活動報告

会長名
４月
５月２５日

山川多美子

小泉 恵子

会員数 5 名

新型コロナウイルス （活動中止）
活動中止 会計監査
解散理由 （会員減少 人口減少 高齢化）

－

山形ゾンタクラブ －
クラブ活動報告

記念行事、イベントの報告

会長名

松村 昌子

会員数１６名

４月 ２日

新型コロナウイルスにより例会中止

４月１１日

新型コロナウイルスによりイオンでの奉仕活動中止

４月１６日

新型コロナウイルスにより理事会中止

５月 ７日

野草園に看板寄贈

５月１１日

イオン天童店での黄色いレシート活動中止

例会中止

５月２１日

理事会中止

４月 ４日

新型コロナウイルス対策のため、エリアミーティング山形ＺＣ担当の中止

山形ゾンタクラブは現在会員数１６名の状況ですが、前会長に引き継ぎクラブの維持、また
次期会長挨拶

喜んでいただける社会活動を行い、会員の増強と質の向上をはかっていきたいと考えます。
新型コロナウイルス感染という未曽有のウイルス試練が２波３波とくることを予測し、会ででき
ることをしっかり把握しつつ、活動に参加し楽しいクラブにすることを目標としていきます。
そのためには各委員会の本来の役割を再度確認しながら活動していくことが大切だと思い
ます。又国際ゾンタは、「奉仕と支援を通して全世界の女性の地位向上のために活動する世
界的な社会奉仕団体」と掲げています。この「奉仕」「支援」は、見返りを求めず「してあげる」
のではなく、「させていただく」という心であると考えます。この思いを今期２年の活動の「柱」
にしたいと思います。
ゾンシャンの皆さま方としり合うことができ、たくさんの幸福（しあわせ）をいただきました。
沢山の出会いに感謝し、悦んで会長として奉仕という職務を行使させていただきたいと思い
ます。そのためには会員皆様方のご理解とご協力が必要です。何卒宜しくお願いいたしま
す。

新会長 森 睦

