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エリアディレクター 飯島 百合
E-mail:d26area2director@zonta-d26.jp
~AD便り〜

今期２年間エリアディレクターを務めさせていただきます飯島百合でございます。ゾンタ経歴も浅く未熟で
はありますが、一生懸命務めさせていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。
矢﨑前エリアディレクターにはこの２年間大変お世話になりました。横浜での国際大会をはじめとして群馬
でのエリアミーティング開催、かながわZCホストによる企画準備等々、いつも的確で細やかに対応してくださ
いました。本当にありがとうございました。今年の国際大会はシカゴでの開催は中止になりましたが、オンラ
インにより開催され、役員選挙では、木下前ガバナーが見事トップ当選されました。今後の２６地区の発展
のために大きな力をいただきました。心よりお祝い申し上げます。
また、７月２３日には京都にて新役員の初顔合わせが行われました。理事会及び本会議では今期の国際
ゾンタの目標や重要な案件が示されました。岡澤ガバナーの１００周年が終わり、ゾンタの「２世紀目の出
発」と申されたのが印象的でした。エリア２の皆様が揃ってゾンタ２世紀目のスタートに立ち、一丸となってエ
リア２の活動を地域に、エリアに、地区に発信していきましょう！
皆様のご支援ご協力をお願いいたします。
エリア２エリアディレクター 飯島百合

国際ゾンタプロジェクト

教育の平等を

ジェンダーによる暴力の撤廃

Think Globally & Locally

青少年の保護

児童婚の撲滅・子供の保護を

京都勉強会（令和2年7月24日）
テーマ：ゾンタQ＆A 「ゾンタと私」 講師：安田倶子（京都II）・安田多賀子（岐阜）
シカゴ大会中止のため研修会
が開催されました。ゾンタメン
バーとしてあらためて目標や意
義を学べる貴重な勉強会でした。

新⼊会員・退会者

ゾンタの本質＝奉仕・教育
品格と優雅さを持って♪

国際的視野を持ちましょう！

地域を大切に！
国際ゾンタの礎は地域にあり！

バイローズを理解しましょう！
組織の倫理が大切です。

世界中の様々な問題に共に立ち向かいましょう！

●退会者
東京Ⅰ
岐阜

和知文代（5/31付 現在遠距離在住のため） ●移籍者 南とし子（5/15 岐阜から名古屋SORAへ）
瀧本加代子（5/15 岐阜から名古屋SORAへ）
島田つき子（6/1 家事都合）
志水美和子 (6/1 仕事の都合）
●新入会員
豊臣奏花 〈6/1 家事都合）
Welcome
東京Ⅰ 多田多延子(6/1 )
長野敬子 （6/1 家事都合）
東京Ⅲ 橋本眞智子(6/1 )
名古屋SORA 三輪景子（5/31)
三重 林桃美永 (7/1 )
山梨
植松治子(6/30
家庭の都合)
久保田ちよみ(6/30 家庭の都合)
中嶋美由紀(6/30 家庭の都合)
エリア２会員数=2020/8/1現在 12クラブ 203名
松田郁美(6/30
家庭の都合)

to
ZONTA!！
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東京 I

各クラブ会長就任挨拶

新型コロナの影響があり、クラブのかじ取りが
難しい時期に会長になりました。これから変革
の時代にふさわしいクラブのあり方、活動の見
直しも含めて、東京I全体、今こそワンチームと
して新しい道筋を皆様と諮って参ります。来年
迎える創立60周年記念事業の準備が大きな活
動になります。

東京 II

36年前の発足時の不安が嘘のようです。試行
錯誤から26地区のお役を次々と任命されるク
ラブと成長しましたことは、会員一人一人の努
力の結果であったと思います。今期国際理事
に木下彰子様がTOP当選され、益々世界に羽
ばたく中、クラブ内にも国際委員が2名在籍で
すので、クラブ全員で心を一つに、再びの会
長としてゾンタ精神を大切に更なる前進をと
思っております。

松本
当クラブは真のゾンタの理念を体現し、女性や
弱い立場の人を元気づけ、広く人々を癒すもの
でありたいと思います。私は会員の皆様への
信頼をもって、活動の推進と発展に取り組んで
まいります。宜しくお願い致します。

かながわ
パンデミックの2020年、例年通りのクラブ運営
が困難な中、会長を拝命し、戸惑うことばかりで
すがクラブの奉仕活動を維持するべく会員の皆
様と力を合わせて乗り切って行きたく思います。

東京 III
会員数7名という極小クラブの会長に就任致
しました片桐典子です。宜しくお願い申し上
げます。このコロナの非常時、3月から例会
はZoom会議にチャレンジしました。新旧総動
員で知恵と力を合わせて今出来ることを模索
中です。Zoom卓話に皆様のご参加お待ちし
ております！

山梨

横浜
コロナ禍で楽しみにしていたシカゴでの100周年
記念大会も中止になり、オリンピックも延期にな
り、大きなイベントが次から次へと中止になり、
大変運営が難しい時に会長になりました。この
乱世をどう乗り切るかが課題です。世界大会が
中止になり、見せていただいたゾンタの素晴らし
い底力を糧にしながら、新しい展開を試みていき
たいと思います。

岐阜

会員なりまして経験年数が浅くご指導いただくこ
とばかりです。チャーターメンバーの多くの方が
活動を続けられており、素晴らしい先輩方に囲
まれての会長職です。会員増強に努めると共に、
活動の幅を広げ、クラブ内は勿論のこと多くの
ゾンシャンの方々との出会いを楽しみにしてお
ります。

名古屋SORA
COVID19が猛威を振るう中、様々なイベント開
催に困難が想定されます。設立25周年に向け
て、この2年間はバイローズを学ぶ事を中心に
ZONNTAを理解し、今在籍している一人一人が
ゾンシャンであることに誇りと意義を見出せたら
と考えます。

横須賀
臼田君代です。コロナ禍で例会場も感染者が
出たら即使用禁止の状態です。人が集まるこ
とが出来ない状況のもと、資金をどのように集
めるかなど課題が山積みです。それでも、自
分たちに出来ることから少しずつ始めていきた
いと思います。どうぞよろしくお願い致します。

群馬
今期２年間、群馬ゾンタクラブの会長を務め
させていただきます片岡仁美と申します。ゾ
ンタ経歴も浅く未熟ではありますが、どうぞよ
ろしくお願いいたします。

三重

安田多賀子様のご指導のもと、髙木久代前
新型コロナというまさに見えない敵による災害に
会長の行動力で発足した三重ゾンタ は、この
見舞われ、社会が根幹から見直さざるを得ない
２年間メンバーの善意とパワーで維持するこ
ような状況に於いて、ボランティアのあり方も考
えていかなくてはいけないかと考えさせられます。 とができました。今後もメンバー同士のつなが
今後ともご指導ご鞭撻よろしくお願いいたします。 りを大事していきたいと思っております。 2
2

クラブ活動報告
クラブ名

活動内容

東京Ⅰ
№492 / 14名
向井優子会長

・6/27

横浜
№594 / 19名
阪井サヤカ会長

・6/10 通常例会（於：ホテルニューグランド）
・6/24 理事会（於：ホテルニューグランド）
・7/8 通常例会（於：ホテルニューグランド）
・7/22 理事会（於：ホテルニューグランド）
ＤＶシェルターみずらの20万円寄付
・6/11 新旧合同理事会
・6/18 総会開催。
・新型コロナウイルス感染防止のため7月理事会・例会中止

東京Ⅱ
№1071 / 23名
渡辺碩子会長
岐阜
№1078 / 15名
西尾英子会長
松本
№1522 / 43名
山田知里会長
名古屋SORA
№1531 / 14名
榎本和会長
かながわ
№1598 / 14名
今村令子会長
横須賀
№1665 / 6名
臼田君代会長

東京Ⅲ
№1677 / 8名
片桐典子会長

群馬
№1890 /5名
片岡仁美会長
山梨
№1939 / 16名
浅川利恵子会長

三重
№1971 / 26名
丸山淳子会長

2020年度総会及び新旧会長交代式。新会員多田多延子様（広島市在住）ご紹介。
例会会場京王プラザH
・7/18 第2回例会 国際大会の結果報告 木下前ガバナーの国際理事当選祝。
・11/23 予定のチャリテイバザー開催中止決定、オンラインバザーとして11月20日頃実施検討
例会会場京王プラザH

・6/19 理事会・例会
・7/17 理事会・例会
・6/18 第26回総会
・6/21 総会、例会、理事会
・7/15 例会

Zoom 卓話（松本)

・6/9 新型コロナウイルス渦により通信による例会実施
・7/14 総会実施、今後のイベント実施是非等を会議。例会開始時間11時に変更
・6/15 子育て支援ジャガイモほり（駅前県有地）一人一株を丁寧に掘るを徹底
・6/16 月例会（国際大会の資料説明、審議事項、選挙投票、スピーチ。コロナ禍で販売出来なくて
困っているあすなろ学苑の支援について。昨年の神奈川県内ＤＶの相談件数の増加傾向。他）
・6/26 リーダーシップトレーニング、デリゲートトレーニング、
・7/3-16 国際大会（２日立候補者スピーチ吹き替え版、５日投票、７日メモリアルサービス、
10日再投票、１６日アンケート、選挙結果、バイローズ審議事項結果）
・7/21 月例会（横須賀福祉会館、３か月ぶりにこの場所での開催です）
国際大会結果報告、あすなろ学苑寄付報告
・6/5 Zoom例会
・国際会議のデリゲートオリエンテーションに片桐と浅野会員（オルタネート）が参加
・新会長オリエンテーション及びZonta talk「COVID19で増加する家庭内暴力」に参加
・6/29 臨時理事会 審議事項の投票内容の確認
・7/4 オンライン投票7/4
・7/18 Zoom例会 橋本眞智子新会員の入会式 ミュンヘンより野崎陽子様がZoom例会にご参加。
・7/18 浅野会員が副ガバナーに就任
・6/15 オンライン例会
・7/6 理事会～例会
・6/11 役員会
・6/18 例会
・7/1 役員会
・7/16 総会、例会
・7/21,20 豪雨災害寄付金贈呈
・7/21 山梨県里親会きずな会訪問、
・7/22 山梨県新型コロナ医療者支援寄付金贈呈
・6/19 例会開催 終了後 第10回研修会国際ゾンタ創設100周年記念
Zoom 卓話（東京III)
～国際ゾンタ２６地区 未来に向けて花は咲く～ のDVD鑑賞会
・7/17 例会開催 第11回研修会 大西健児先生『新型コロナウイルス感染症』

2021エリアミーティング開催予定：

4/10 エリア4(北九州） 5/15 エリア2(山梨)
5/22 エリア3(奈良万葉) 5/29 エリア1(仙台I)
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研修会にて（三重）
子育て支援のじゃがいもほり （横須賀）

寄付金授与式（横浜）
総会にて（名古屋SORA)

エリアミーティングにて（群馬）

平和の再来を願うとともに 皆様ご
健康にはくれぐれもお気をつけくだ
さいますようご自愛のほどお祈り申
し上げます。
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東京I 旧会長交替式

