
～ AD便り～

漸く非常事態宣言が解除されましたが、まだまだ気が抜けない緊張の日々が続いております。最後のエリア通信をお届
けいたします。2か月に1度発行し、一つ終わればまた次と２ケ月という歳月の短さに驚きの連続でしたが、これで最終か
と思いますと安堵と共に寂しさを感じております。エリアミーティング、シカゴ国際大会、イベント、例会等全ての私達の
活動が中止され、ステイホームの日々が続きましたが、その困難な中でもZOOM例会や、メール例会を試みておられる
クラブ様もおられ、さすがチャレンジ精神豊かなエリア2のゾンシャン！と思いました。この2年間を振り返ってみますと、
楽しいクラブ訪問、イベント参加、エリアミーティングと地区大会での素敵な交流と学び、緊張して足がガクガクした事、
メンバーの優しさに触れて涙した事、自分の不甲斐なさに嘆いた事等色々な思い出が蘇ってまいります。今年に入って
新型コロナウィルス感染拡大の試練の日々でしたが、その困難な中でも共通の目標に向かって奉仕活動をする喜びを
感じました。ADの大切な役割は地区とクラブの架け橋だと思っておりましたので、最初は危なげな橋でしたが、皆様の
ご協力とご支援のお陰で橋渡しのお役を何とか無事に務めることができ胸をなでおろしております。穏やかで有能な飯
島百合様にバトンをお渡しいたします。新リーダーの下、エリア2の益々の発展に向けて、これからも皆様と共に歩ませ
て頂きます。よろしくお願い申し上げます。国際ゾンタ創立100周年を記念する特別な2年間にADとして務めることができ、
充実した幸せな2年間でした。エリア2のお一人お一人の会員の皆様に心より感謝申し上げます。
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国際ゾンタ100周年記念チャリティパーティー 恵泉女学園大学GZクラブの恵話会に参加
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昨年9月に実施しました移動例会での一枚です。
参加者全員、笑顔で交流を深め合いました。

横浜
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～各クラブ会長の感想～

🌹東京Ⅰ：日本で最初に出来た東京Ⅰとして、国際ゾンタ100年周年祝賀会を催せた事は、この上ない喜びで、
忘れ難い思い出です。お陰様で新会員も募ることが出来、ゾンタの事を知って頂く最高の機会だった
と感謝しております。

🌹横浜：50周年式典を無事終了、また、横浜での世界大会も終わり、長くいた会員が高齢のため、多く退会して
しまい、10年以上の会員が3人になってしまったので、これは大変になり、会員増強と横浜ゾンタの伝統を
引き継ぐ次世代の会員を育てなければという意気込みでこの2年間を頑張りました。お陰様で以前の横浜
ゾンタの活気を取り戻しました。最後がコロナのため尻切れトンボになってしまい残念です。

🌹東京Ⅱ：2年間の任期終わる中、中国武漢からのコロナウィルスが世界中に感染して、全ての事が動かなく
なり目に見えないウィルスでの恐怖感を味わい他国では、少し終息の気配が聞かれる様になりましたが、
順調にボランティア活動に遵守する中、突然の事態が起こり世界大会も中止ということになりました。平
和を願いつつ緊急事態が発生し、対応が遅れてしまい反省しております。日頃の活動を今一度見直す
良い機会と考えクラブで改めて検討して行きたいと思います。会長 後藤愛子

🌹岐阜：長年にわたり会員増強に力を注いできましたが、新型コロナウイルス感染症拡大と共に今期の終盤で
思いがけなく退会者や移籍者が多く出て戸惑い悩む日々です。生活体の変化はもとより、日本人の価
値観の違いをどのように受け入れていくかが大きな課題となり心に圧し掛かっています。会員の増強こ
そが一番大きな奉仕活動です。なぜならば会員があってのゾンタですから。（安田多賀子記）

🌹松本：「これからはITの時代だから」と畑山女史の一括でかなり早くから皆PCを使い始めました。今回の感染
症対策ではそれが役に立って、資料の送付や協議事項の賛否も知る事が出来ました。よき先輩に脱帽！

🌹名古屋SORA：素晴らしい世界大会を終えて、会長としてスタートしてから2年が過ぎました。思い起こせば、横
浜でゾンシャンとして誇りに思うことをきっかけに3名の会員が増えました。本当に嬉しいことでした。今年
になってコロナの感染拡大により、私共にとって大切な3月15日のビンゴパーティーを断腸の思いで中止
しました。色々なことがあり、忘れられない2年間になりました。

🌹かながわ：入会3年目で会長を仰せつかり皆様の応援を頂き今日を迎えました。横浜国際大会、クラブ創立20
周年、エリアミーティングのホストと行事続きで騙された？！が、会員から頂いた真心と団結心は一生の
宝です。

🌹横須賀：新型コロナウィルスの感染拡大は、人が集まって、ことを進めていくということがすべてできなくなって
しまいました。ではどうするか？外出自粛ではイベントはどうなるの？今後の課題をつきつけられていま
す。新たなやり方を考えていかなければならない。マスクをつけ、アルコール消毒をし、social distanceを
とって、ゾンタの活動を続けていこうと思います。

🌹東京Ⅲ：会長の任期中、エリアミーティングには体調不良と会の中止で1回も参加出来ず、地区大会は台風の
ため途中で帰京、今春には群馬ゾンタクラブと共同のイベントの企画も中止、不完全燃焼の2年でした。

🌹群馬：ゾンタの仲間がいれば不可能が可能になり、思いが形になる。昨年のエリアミーティングを終えて私が
実感したことです。ゾンシャンの皆さまの協力体制と行動力に驚くばかりでした。ゾンタって素晴らしい！
感謝感謝の一言です！

🌹山梨ZC：山梨ゾンタクラブは設立５周年に入り記念式典も無事終えることができました。それが今回の新型
コロナの影響のため現在大きく活動はできない状態にあります。今後、落ち着きましたら、またゆっくりと
地域、また世界に貢献していきたいと思います。

🌹三重ZC：三重ゾンタクラブの初代会長として2年半の間、クラブ設立準備から多岐にわたり多くのゾンシャンの
皆様に大変お世話になり感謝申し上げます。初めは「ゾンタクラブって？」と何も分からないところから始ま
り、徐々にゾンタの活動、精神に触れ、「こんなに素敵な方々の生き方、考え、活動ってあるのだな」と深い
尊敬に変わっていきました。「国際ゾンタ横浜大会」「エリアミーテイング」に参加させて頂く度に、皆様への
深い尊敬は更に深くなり、ゾンタクラブに関わる新しい生活を始めた幸せで一杯になっております。最後に
三重ゾンタクラブのゾンシャンに出会えたことは一生の宝だと思います。皆様ありがとうございます、
今後もさらに楽しく活動していきましょう！

山梨群馬

群馬ZCテーブルトーク

三重

三重ゾンタクラブ初心の一枚



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

・4月16日（木） 理事会/例会 E-mailでの書面会議にて実施。
・5月16日（土） 理事会/例会 4名出席。他4名Zoom出席にて実施。
＊お役目の締めくくり時期に、予期せぬ新型コロナ禍で、ガバナー,エリアディレクター皆様は初めての
Web世界大会等、莫大に仕事が増え大変と存じます。各クラブへの手助け、ありがとうございます。

横浜
№594 / 19名
大野万寿子会長

・4月8日（水）例会中止・・・・現代三味線の演奏 後日に延期・4月22日（水）理事会中止・5月13日（水）
例会中止（ホテルが休館になった） ・5月20日（水）理事会中止 ＊コロナのため外出自粛ということな
ので自宅で出来ることをやりましょうとなり、断捨離をすることを会員にお願いして、出てきた品物をDV
シェルターの「みずら」「ミカエラ寮」外国の子供の教室の「わたぼうしの会」に送りました。5～6名が実

行しました・例会が中止になり、会員同士の連携を繋ぐため、メーリングリストを作成し疎遠になりがち
だった会員達の状況が身近に感じるようになりました。

東京Ⅱ
№1071 / 23名
後藤愛子会長

・4月 2日（木） 理事会中止
・4月 9日（木） 例 会 中止
・5月 7日（木） 理事会中 ・5月14日（木） 例会 中止

岐阜
№1078 / 21名
安田多賀子会長

・4月1日（水）理事役員会（書面） ・4月6日（月）理事会（書面）通信例会の審議
・4月8日（水）通信例会書面配信 緊急事態宣言により、活動自粛のため書面によるもの
・次期役員理事の選出 ・5月3日（日）臨時理事会（書面）・５月例会について ・国際大会中止に伴う
諸問題 ・5月13日（水）理事会（書面）諸事務手続き及び新型コロナウイルス感染症に係る事項
・5月17日（日）通信例会書面配信 ・次年度への引継ぎ準備 ・総会について

松本
№1522 / 43名
遠山雪子会長

・4月2日（木）PC送信による紙上理事会実施
・4月16日（木）PC送信による紙上例会実施 会員卓話紙上実施 ・「胃カメラのすすめ/みんなに知っ
てもらいたいピロリ菌について」尾崎弥生会員（医師） ・4月15日～28日 ZOOMミーティング勉強会
（計10回） ・4月29日（水祝日）信州岩波講座/まつもと2020「講師寺島実郎氏」感染症対策の為中止
・4月30日「男女同一賃金制の実現」再署名追加50名分を郵送（合計383名分）
・5月1日「バトンを渡す～ゾンタトーク～」を松本ZCラインで開始。会員名簿順に近況報告をしての会員
間交流を継続中 ・5月7日（木）PC送信による紙上理事会実施・5月21日（木）PC送信による紙上例会
実施 ＊COVID－19の影響により、様々な会議・イベントの中止の中、ZOOMでは仲間の顔を見られ、
又「バトンを渡す～ゾンタトーク～」では、各会員の日常や生活を知る事で話題が広がり、会員間のコ
ミュニケーションが深まり、お互いの励みになっています。

名古屋SORA
№1531 / 13名
久田礼子会長

・4月29日（水） 理事会
例会「名古屋ＳＯＲＡゾンタクラブ標準規約・内規について」「今後の会合の実施について」
・5月30日（土） 理事会 例会「今年度の反省と来年度事業計画案の検討（予定）」

かながわ
№1598 / 15名
清水佳子会長

・4月14日例会中止。メールによる例会とし、次期会長、役員の選挙を行う。
・4月中旬まで各自自宅でエリアミーティングの準備を行う。・5月11日例年はチャリティーコンサート開
催するが、今年はエリアミーティングの為中止 ・5月もメールによる例会を行う。エリアミーティングの
後始末。 ・5月16日エリアミーティング中止。
＊エリアミーティングのお土産トートバッグの販売ではエリア２の全クラブより温かいご支援を頂きまし
た。かながわゾンタクラブ一同心より御礼申し上げます。コロナで会員のパソコン技量が向上。

横須賀
№1665 / 6名
地主ちづ子会長

・4月2,3日（木、金）子育て支援、お弁当大作戦！（小学生に無料でお弁当250食配布） 社会福祉協議
会の要請で市内のこども食堂を運営する４団体と共同でお弁当を作り、社会福祉協議会が小学校区
に配送し、民生委員がこどもに配布。 ・4月10日（金）群馬エリア２エリアミーティングの監査送付
・4月21日（火）例会中止（例会場の福祉会館より密になるため休止の要請）、ガバナー通信エリア通信、
国際大会の中止に伴う変更事項等は郵送 ・5月19日（火）屋外例会（バラのきれいなヴェルニー公園）
次期の役員決定、かながわＺＣのトートバッグ配布、国際会費及び登録、他。（６月30日まで例会場は
休館の予定）

東京Ⅲ
№1677 / 7名
山田千鶴子会長

・4月3日（金）Zoom例会 3名参加 ・5月11日（月）Zoom例会 6名参加 ゲスト1名 （橋本美智子 次
年度入会予定）＊Zoomでの会議ができるようになり、外出自粛中でも例会で話し合いができるように
なりました。また、新しい活動に対するヒントが貰えたような気がしました。

群馬
№1890 /5名
飯島百合会長

・4月13日（月） 理事会（中止） ・4月20日（月） 例会（LINEカメラトークによる会議） ・4月28日（日）
群馬ゾンタクラブ主催テーブルトーク：DV相談支援ひこばえ（中止） ・5月5日 （火） 鐘の鳴る丘子ど
もの日イベント参加（中止） ・5月11日（月） 理事会（LINEカメラトークによる会議）
・5月16日（土）エリア２エリアミーティング（中止）・5月18日（月） 例会（LINEカメラトークによる会議

山梨
№1939 / 20名
浅川利恵子会長

・4月 web 理事会、例会
・5月7日山梨県里親会きずな会訪問、乳児院ひまわり訪問 、それぞれにマスク寄贈
・5月 未定 理事会、例会

三重
№1971 / 26名
高木久代会長

・4月17日（金）Zoom例会 ・5月15日（金）Zoom例会
＊新型コロナ感染症拡大防止対策として例会開催が叶わず、企画委員会で検討したところ、Zoomを
利用した実施に踏みきることができました。そしてZoomを利用した特別研修会を、4月は生け花、5月は
合唱をテーマに開催し、家の中が明るい雰囲気になり元気が出た！と大成功となりました。
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クラブ名 イベント

東京Ⅰ ・8月22日（土） 新入会員 歓迎茶話会（予定）

かながわ ・毎年8月には親睦会を兼ねて例会を行う予定だが、現在は残念ですが予定が立ちません。

群馬
・6月27日（土） 群馬ゾンタクラブ主催テーブルトーク：鐘の鳴る丘児童施設（中止予定）
・7月18日（土） 群馬ゾンタまつり（中止予定） ・８月８日 （土） わくわく子ども祭り参加（中止予定）

三重 ・ヘルプマークへの寄附に関する感謝状贈呈式 ・あしなが育英会への支援イベント予定

6月
東京Ⅰ 13日（土） 横浜 10日（水） 東京Ⅱ 18日（木） 岐阜 19日（金）

総会
松本 18日（木） 名古屋SORA 21日（日） かながわ 23日（火） 横須賀 16 日（火）
東京Ⅲ 5日（金） 群馬 15日（月） 山梨 18日（木） 三重 19日（金）

7月
東京Ⅰ 18日（土） 横浜 8日（水） 東京Ⅱ 16日（木） 岐阜 17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（火） 群馬 20日（月） 山梨 16日（木） 三重 17日（金）

8月
東京Ⅰ 夏休み 横浜 未定 東京Ⅱ 20日（木） 岐阜 21日（金）

松本 20（木） 名古屋SORA 19日（水） かながわ 11日（火） 横須賀 未定
東京Ⅲ 3日（月） 群馬 17日（月） 山梨 20日（木） 三重 21日（金）
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エリア２会員数 2020年5月31日現在 12クラブ 212名

退会

・森澤雅子様（東京Ⅱ5月31日付）現在遠距離に在住の為、例会参加不可能の為
・柴田彩千子様 （東京Ⅱ5月31日付）勤務が多忙の為
・深井牧子様 （東京Ⅲ5月31日付） 職務多忙にて活動参加困難
・福岡貴子様 （東京Ⅲ5月31日付） 職務多忙にて活動参加困難
・斉木聖佳様（東京Ⅲ5月31日） 職務多忙にて活動参加困難
・野田恵子様（三重5月31日付）娘の出産と仕事の都合のため
・河原 徳子様（三重5月31日付）県外での仕事が多忙になったため
・水谷 淳子様（三重5月31日付）業務多忙になったため

一番若い会員の弁護士である山川会員に
ベビーが誕生しました。女の子です。
未来のゾンシャン。

～クラブ・クラブ会員近況ニュース～

2年間有難うございました！

横浜ゾンタクラブ

・森田会員が経営するギャラリーパリさんが神奈川新
聞に掲載。休館中のギャラリーをもっと身近に見ても
らうようにギャラリー窓に沢山の絵画を展示された。

おめでとうございます！

岐阜ゾンタクラブ

医療従事者支援、県に
300万円寄付。
（岐阜新聞朝刊2020年
5月29日）


