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第１３号　2020年８月１０日発行
国際ゾンタ 26地区エリア１　エリアディレクター 松 村 昌 子

８月1日現在　エリア1会員数　154名

ごあいさつ

　エリア1の各クラブの皆様、エリア１ ADの松村です。２年間皆様と共にゾンシャンとしての絆を
深めていく決心をしております。どうぞよろしくお願い致します。
　第１号のエリア通信にご協力頂きましてありがとうございます。新型コロナウィルス感染拡大の
現況の中、各クラブの皆様のご苦労をお察し致しますと共に、厳しい世の中でのご努力に感謝と
敬意を表します。皆様は新しい世の中に向かって、希望をもって創意工夫をしていらっしゃいます。
　国際大会も Web上での、初の選挙、投票になりました。ネット社会における奉仕活動はこれか
らの重要な課題です。皆様が活動して来た内容がネットを通して行われる事が多くなってくるで
しょう。私達は、岡澤ガバナーをリーダーに100周年の素晴らしい歴史を大切にしながら、人類の
大きな変化に前向きに対応していきたいと思います。
　皆様のご健康を切に願いながらの、ご挨拶とさせて頂きます。

●活動報告

国際ゾンタ 26地区エリア１　エリアディレクター 松 村 昌 子

新入会員のお知らせ
　●所属クラブ：仙台 Iゾンタクラブ ●入会日： 2020年6月 1日 ●会員氏名： 五 嶋 やよい様
　 盛岡ゾンタクラブ  6月 1日  熊 谷 美 保様

退会会員のお知らせ
　●所属クラブ：函館ゾンタクラブ ●退会日： 2020年7月  7日  苫米地 弘 子様
　 

●仙台Ⅰゾンタクラブ

エリア通信

ごあいさつ

　エリア1の各クラブの皆様、エリア１ ADの松村です。２年間皆様と共にゾンシャンとしての絆を
深めていく決心をしております。どうぞよろしくお願い致します。
　第１号のエリア通信にご協力頂きましてありがとうございます。新型コロナウィルス感染拡大の
現況の中、各クラブの皆様のご苦労をお察し致しますと共に、厳しい世の中でのご努力に感謝と

・会長名：才　田　いずみ　　・会員数：32名　　　

 6月  2日 6月役員会（新旧合同） 12名出席　
 6月16日 6月例会　中止
 6月中旬 2019 年度総会（新型コロナ感染対策で郵送による紙面総会）
 7月4日・10日 国際大会ウェブ投票
 7月  7日 7月役員会 (新旧合同 )　12名出席
 7月21日 7月例会 19 名出席。 国際大会での選挙、バイローズ改正等の投票結果報告 
  ほか。総会に代わり2019 年度例会皆勤賞表彰も。　　
  仙台自立の家　野菜販売協力
 7月27日 児童養護施設 仙台小百合園にマスクを寄付

いつもより広い会場で、３密を避け、距離をとって
の7月例会です。
5か月ぶりの顔合わせで、みなさんマスクの下は笑
顔です。
右隅は、例会25年間皆勤の古賀会員（左）への花
束贈呈。



●振り返り

●活動報告

●活動報告

●活動報告

●函館ゾンタクラブ

●札幌Ⅱゾンタクラブ

●塩釡ンタクラブ

・会長名：竹　村　弘　子　　・会員数：20名　　　

 6月  3日 2020 年度第1回理事会
 7月  1日 2020 年度第2回理事会
  7月15日 2019 年度総会・第554回例会

・会長名：中　野　わか子　　・会員数：4名　　　

 ６月  6日 前年度最終例会（４月＆５月の例会代替として集合）（５名全員出席）
 ６月20日 新会員を迎えての６月定例会→新体制での初顔あわせ
  （入会オリエンテーション＆年間活動の方向性を論じる）
 ７月18日 ７月定例会→年間活動の方向性を論じる
  地域奉仕活動の見直し、塩竃市協同推進室との連携を活用

コロナ禍にあって６月に入ってやっと対面での例会を行うことができました。
前年度メンバーとの最終例会を初旬に終え、同じ月間内に「新体制での新年度最初の６月定
例会を下旬に行った。対面での打ち合わせや準備ができない為、ＳＮＳでの連絡通信手段を
増やしてきた。伊藤典子新会員を迎え、会長 :中野わか子 副会長千坂さつ子復帰会員、会計 :
村上節子会員での四人での活動開始です。

・会長名：堀　内　万記子　　・会員数：20名　　　

 6月  5日 第 3 回臨時理事会（書面総会準備）
 6月19日 第 4回臨時理事会（書面総会準備）
 6月20日 理事会（書面表決書結果送付）
 7月  9日 理事会
 7月15日 例会

コロナ感染症流行の為休会が続いておりましたが、7月より通
常の理事会、例会を開催することが出来ました。久々の再会に
皆で喜びを分かち合った次第です。困難な時にこそ我々は何
が出来るかを考えながら、しっかりとゾンタの活動をすること
を会員と確認をいたしました。また、各委員会が色々な企画
を計画しているようで、楽しい例会になりそうです。恒例のチャ
リティーディナーショウが中止となりましたが、クラブ内で勉
強の時として、有意義な時間を持ちたいと思います。

会報誌発刊にあたり　　　　　　　　　　　　　　　　2019広報委員長　佐野志賀子　　
コロナ感染症の広がりで予定されていた行事が無くなったことを受けて、書面の話題性が少
し寂しいものになりました。これまでを踏襲して等とお気楽にしていました、こう書けば私
の後半の焦りはご想像が容易かと思います。「世の中何が起こるか分からない」とちょっと
反省したところです。そんな状況下、ナント！幸運にも広報委員に誌面作りに才を持つ会員
がいたのです。もうそれは「感謝」です。お蔭様でとても明るく華やいだ会報誌になりました。
（広報委員自賛）誌面から楽しさが皆様に伝われば嬉しい限りです。

7月お誕生日会
（中時会員左）



●活動報告

●イベント
　案内

●活動報告

●振り返り

●振り返り

●活動報告

●札幌 IRISゾンタクラブ

●盛岡クラブ

●秋田ゾンタクラブ

・会長名：柴　田　和　子　　・会員数：17名　

・会長名：岡　部　文　子　　・会員数：11名　　　

 ６月 １日 理事会
 ６月 ８日 例会　新旧役員交代　新委員長委任
 ７月 ４日 国際大会デリゲート投票完了
 ７月 ６日 理事会
 ７月１３日 例会　卓話　支援先団体「どさんこ海外保険
  協力会・楢戸健次郎医師によるネパール支援
  状況」について

会員の誕生日を祝う
黄色のバラと記念品を贈る

 6月 10日 例会　総会―決算報告等・新年度の組織　　　
 6月24日 理事会　8月の例会はお盆にかかるので3週目の19日納涼会を兼ねて。
　  10月に行う予定のスピーチコンテストコロナの感染拡大を踏まえ、中止。
  関係諸団体へ文書で連絡（担当委員会）
 7月  8日 例会　　卓話―坂本桜山神社宮司氏により南部家のルーツをたどったお話。 
  （下田会員担当）
  国際ゾンタオンライン選挙状況の説明
 7月29日 理事会　国際ゾンタオンライン選挙の結果報告
  19日の納涼会ゲストの参加歓迎

6月は総会でしたが、今年度の行事がコロナの関係で自粛が多く、計画がなかなかたてれな
い。12月のクリスマス行事も例年より人数減らさなければならないし、又三密を避ける対策
をどのようにしたら良いか、模索中。
暗い話が多い中で、今後も会員を増やしていきますと、川村副会長がコメントしています。
8月から1名入会予定。

 ８月 ９日 IRIS 移動例会：札幌村郷土記念館見学・札
  幌ビール園での懇親会

シカゴ大会が中止になっても今年度の国際への奉仕金を、金額も時期も普通に振り込みまし
た。コロナ禍にあって大会中止による様々な経費など、国際ゾンタの体力を疲弊させてはい
けないとの思いを IRIS会員が持っていることに喜びを感じました。
LINE、ZOOMなど様々な物を駆使していかなければならなくなりますが、一人も取り残さな
いように仲良くが会員皆の思いです。

・会長名：佐　藤　康　子　　・会員数：10名　　　

 ６月21日 2020 年度クラブ総会開催　　8名出席
  １．UNHCR　　2．国連本部秋田県支部　3．秋田県国際交流協会　
  ４．秋田県少年友の会
  へ協力支援をする
 ６月28日 シカゴ世界大会参加登録　　プレジデント・オリエンテーション参加
 ７月  ８日 シカゴ世界大会WEB会議　選挙投票
 ７月12日 7月理事会・例会　　　　　　9名出席
  シカゴ世界大会経過について学習
 14日 令和2年度秋田県中央男女共同参画センター第1回利用者懇談会に出席　1名
 21日 傾聴ボランティア秋田「ダンボの会」主催・傾聴サロンに参加
 27日 令和 2 年度ハーモニーネット団体第1回中央地域連携ネットワーク団体会議
  に参加　1名



●振り返り

●活動報告

●振り返り

●活動報告

●振り返り

●福島ゾンタクラブ

●山形ゾンタクラブ

3月例会の後。世界大会への参加準備、クラブ役員の選出、2020年度クラブ総会開催の準
備等々、年度末，年度初めの重要な時期にもかかわらずコロナ感染拡大のため、何もかも
全てストップ。シカゴ世界大会参加は、Web上でデリゲート (中道前会長 )の努力で責任を
果たし、役員選挙の投票も無事実行できました。しかし、テレワークの経験がなく会議参
加は不発。やはり現地で世界のゾンシャンと交流したかったと思います。
現状では行動が制限され積極的な奉仕活動はできませんが、コロナ感染拡大による母親と
子供の貧困、暴力撲滅への支援、未曽有の転変地異による災害被災者等への支援について
7月例会で協議いたしました。

活動日（理事会・例会）を、これまでの第2水曜日18：30～を第2日曜日12：30～に変更する
ことを、コロナ感染と会員高齢化を考慮してやむを得ないと考えている。
新しいクラブ役員構成によって、自分たちの出来ることを考えて努力する。

・会長名：山　川　多美子　　・会員数：10名　　　

 6月19日 理事会　例会　新型コロナウィルス感染防止の為中止
 6月26日 オンラインクラブデリゲートオリエンテーション参加
 6月27日 オンラインクラブ会長オリエンテーション参加
 7月3日～８日 オンライイン世界大会
  オンライイン選挙及び審議事項投票
 7月10日 ２回目の投票
 ７月17日 理事会　例会　新型コロナウィルス感染防止の為中止
 7月28日 例会打ち合わせ　コロナ禍においての今後の例会、活動について

長引くコロナ禍において、あらためて、今後どのような活動ができるか、ゾンタのあり方を
考える機会を持てました。また、初めてオンラインでの国際大会となり、これからますます
新しい生活様式、また変化に柔軟に対応することの必要性を感じました。まだ、終息には至っ
ておりませんが、withコロナ！新たな未来に向けたゾンタの活動を、会員一同模索していき
たいと思います。

・会長名：森　　　　　睦　　・会員数：16 名　　　

 6月  4日 総会及び定例会（新型コロナ感染予防のため）延期
 6月 11日 理事会
 7月  4日 総会及び定例会
 7月16日 理事会
 7月18日 チェリアフェスティバル実行委員会（１名参加）
 7月23日 いちばん星子ども食堂様へ寄贈（２名参加）
 7月27日 地域食堂「楽」様へ寄贈（２名参加）

新型コロナウイルス感染症拡大防止を鑑み、松村前会長のもと、会員の健康を留意し、総会・
定例会予定の6月第一木曜日を延期。７月に入り、密を避け山形市男女共同参画センター
「ファーラ」理事会会場で、また昼の明るい時間帯を選び、総会・定例会を開催。人事、活
動予定などの承認を得て、今年度の歩みが始まった。

子ども食堂2団体「いちばん星子ども食堂」代表 星
恵美子様、地域食堂「楽」代表 西上紀江子様へ
10,000円の寄贈を行なった。会を代表して澤前ア
ドボカシー委員長、新土屋副会長、荒会員参加。


