国際ゾンタ２世紀目の出発

ごあいさつ
「国際ゾンタ 2 世紀目の出発」の年に 26 地区ガバナーを仰せつかるにあたり、2020-2022 を「ゾンタは
何をするところなのか」を直視した「再スタートの時期」にしたいと、2 月のガバナートレーニングで心に誓って
帰国しました。その後想定外の事が二つ起こりました。26 地区からの木下国際理事の誕生とシカゴ国際大会
までも中止にさせたコロナの猛威です。一つの恩恵(with 国際理事)と一つの障害物(with コロナ)、この喜び
と嘆きの相反する二つの事象はこの 2 年間、常に私の左右にあります。それを今一度噛みしめて、どんな方法
で 26 地区全会員と「ゾンタが何であるか」ゾンタの真髄を享受出来るか、見つめ直したいと思います。
カナダのゾンシャンに聞いた話です。
「無数のヒトデ（Starfish）が海岸に打ち上げられている。干からびて、今にも死にそうになっている。そのヒト
デを海に返してやろうと投げる少女がいた。 それを見ていた蟹が言う。『こんなにたくさんのヒトデが死にそう
なのに、１匹を投げて一体何になるのだ。』

少女が言う。『でも、海に投げたヒトデは助かったでしょう？』 」

長年ゾンタをやってきたはずなのに、今頃、私はこの話に感銘を受けました。このヒトデを海に返そうという
運動がゾンタではないか。地球上には、無数の海岸に無数のヒトデが打ち上げられています。悲しいかな、
我々少人数のゾンシャンに出来ることは限られています。そこで国際ゾンタは国連と協力して 4 つの海岸を選
びました。今期の４つのプロジェクトがそれです。まずその４つの内容を理解し心にお覚え置きください。さらに
海の中にいるヒトデには、より良い水・酸素を与えれば、もっと元気に泳げます。それが国際ゾンタの４つの奨
学金かと思います。
26 地区はまずこの国際ゾンタのこれらのプロジェクトに沿った活動をして行かねばなりません。このコロナ
時世にあっても、我々は一丸となって岸のヒトデを海に返さねばなりません。酸素を与えなければなりません。
その方法を模索してください。各クラブのチャリティーイベントが軒並み中止となっています。でもクラブで知恵
を出し合ってください。木下国際理事からも国際ゾンタの最新情報が届けられ、助けになるはずです。
今期は、地区、エリア、クラブでもヒトデを探し、それを海に返すことに取り組んで欲しいと思います。（後述）
7 月 23 日に京都で「初顔合わせ」をしました。我々2020-2022 の役員、理事、委員長は自分の役目以外
にも意見と力を出し合って協力し合おうと約束しました。私達を”Team Starfish”と呼んで下さい。 26 地区
のゾンシャンの皆さんもぜひそこに加わって頂きたいと思います。
「ゾンタの真髄」を見直し、一匹でも多くのヒトデを海に返すことの出来る 2 年間でありたいと願います。
2020-2022 26 地区ガバナー 岡澤則子
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祝

木下国際理事就任祝賀会ご案内

木下国際理事トップ当選は 26 地区久しぶりの快挙であり、爆発的喜びであり、名誉であり、誇りであります。
26 地区の声を反映し、国際ゾンタを改善すべく活躍していただき、国際ゾンタの発展、地球上の女性の幸福のために奮闘しいた
だきたく、エールを込めて、26 地区主催の祝賀会を開催致します。

2020 年 10 月 10 日（土） 17 時～

（受付開始 16 時 30 分）

リーガロイヤルホテル小倉 3 階「エンパイアホール」
国際ゾンタ 26 地区

15,000 円

北九州ゾンタクラブ

まもなく案内（申込書）をクラブ配信致しますのでクラブ単位でお申し込み下さい。

メンバー紹介
私の独断の他、思いがけない推薦を受けたり、クラブの推薦が上がったり、先人の意見に従ったり、新人発掘したり、体調を鑑み
たり、様々な色模様を 7 月に繰り返し、今期の Starfish メンバーがやっと決まりました。今の段階では（追加役職の可能性有）
ここまでです。謹んでご紹介します。尚、今期は、パストガバナーに顧問として就任して頂くことをお願い致しました。（国際の役の
方は別）お写真とコメントはあえて頂いておりませんが、とても心強く励みになっております。暴走の際は止めて下さることを願い
ます。

国際理事・委員・26 地区顧問
国際ゾンタ理事

２６地区役員・理事

木下 彰子 （北九州）

ガバナー

岡澤 則子 （大津）

副ガバナー

浅野万里子 （東京Ⅲ）

国際ゾンタ奉仕委員

豊田由起子 （東京Ⅱ）

エリア 1 ディレクター

松村 昌子 （山形）

国際ゾンタ翻訳委員

関 紀美子 （東京Ⅱ）

エリア 2 ディレクター

飯島 百合 （群馬）

国際ゾンタ翻訳委員

矢﨑和喜子 （東京Ⅱ）

エリア 3 ディレクター

西川ひろこ （奈良）

顧問 （パストガバナー）

山本 蒔子 （仙台Ⅰ）

エリア 4 ディレクター

三輪 光代 （姫路）

顧問 （パストガバナー）

上田トクヱ （奈良）

会 計

笠原 芳子 （松本）

顧問 （パストガバナー）

真鍋 洋子 （高松）

書 記

後藤 宮子 （大津）

指名委員会
指名委員長

安田多賀子（岐阜）

指名委員

中村尋子（北九州）

26 地区委員長

指名委員

浅川利恵子（山梨）

（ABC 順）

アドボカシー委員長

神田加津代 （奈良万葉）

会員委員長

浅野万里子 （東京Ⅲ）

アメリア・イアハート
奨学金委員長

一澤 恵美 （京都Ⅱ）

パラメンタリアン

安田 倶子 （京都Ⅱ）

バイローズ委員長

榎本 和 （名古屋 SORA）

広報委員長

川村 隆枝 （盛岡）

センチュリアン

木下 彰子 （北九州）

奉仕委員長

羽藤 成代 （和歌山）

財務委員長

大須賀はつ （仙台Ⅰ）

国連委員長

和田津美智代 （鳴門）

財団大使

松崎 恭子 （横浜）

WEB マスター

辻野 紀子 （大津）

ヒストリアン

向井 優子 （東京Ⅰ）

WIT 奨学金委員長

内藤 惠子 （大阪Ⅱ）

JMK 奨学金委員長

松本美智子 （京都Ⅰ）

YWPA 奨学金委員長

納富 輝子 （福岡）

リーダーシップ
開発委員長

水野 幸子 （函館）

Z&GZ クラブ委員長

真鍋 芳美 （高松）
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木下彰子国際理事 お陰様で国際理事に就任させて頂きました。リエゾンとして担当させ
て頂くのは、１０・１１地区（アメリカ合衆国南部からカリブ海の島々）、２０地区（フィン
ランドとエストニア）と基本財産委員会になりました。現在は頻繁に行われる ZOOM 会議で
日本にいながら時差と戦っている気分ですが、ワクワクしながら参加しています。皆様のお
役に立てるよう頑張ります。

センチュリアンという役目は、ガバナーのアドバイザーということです。岡澤ガバナーが
２６地区の代表として活動なさるにあたり、お支えできるよう頑張ります。

豊田 由起子国際奉仕委員
国際奉仕委員会

委員３期目を任命されました。1923 年からの国際ゾンタ奉仕活動をより多く

の会員にお知らせできるよう努めます。よろしくお願いいたします。

関 紀美子国際翻訳委員
翻訳委員として 2 期目です。
皆様に分かりやすい訳文を心がけておりますが、
理解しにくい表現がありましたら、ご指摘ください。

矢﨑 和喜子国際翻訳委員
敬愛する大先輩の関紀美子様のご指導の下、国際から配信される情報満載な文書を
正確に、敏速に、分かりやすく翻訳し皆様にお届けできますよう一生懸命務めさせていただきま
す。

岡澤 則子ガバナー

ヒトデを海に投げ続けます!!

浅野万里子副ガバナー・会員委員長
＊去年の今頃は社会も私も暢気でした。今は？混沌とした中、目を見開き、耳を澄ませて
ZONTA に吹く風とその向きを探っています。暴風雨にも凪にも対応できるように努めます。
＊岡澤則子前会員委員長（現ガバナー）から、46 クラブと会員 876 名という数字を引き継ぎ
ました。COVID-19 パンデミックの今だからこそ、この数字を伸ばしたい！大いなる挑戦で
す。

松村 昌子エリア１ディレクター
岡澤ガバナーのリーダーシップのもとエリア１のクラブ、そして全てのクラブの皆様と
ゾンシャンの目的を果たすべく共に歩ませて頂きたいと思います。

飯島 百合エリア２ディレクター
スローガンは「こころはひとつ」。その言葉をモットーに”Team Starfish”の一員としてゾンタの
精神を少しでも多くの人に届けたいと思っています。経験も浅く力不足な私ですが精一杯務め
させていただきますのでご支援ご協力をお願いいたします。
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西川 ひろこエリア３ディレクター
Half the Sky を読んだ事に背中を押され、エリア通信に寄せていただいたクラブ会長様方の抱負
にエネルギーをいただきスタートとしました。正直・誠実・信頼を常に心して進みたいと思いま
す。

三輪 光代エリア４ディレクター
みんなが知恵を出し合ってコロナ禍の中で、どのような形で例会をもつか、どのような奉仕活動
が出来るかを考えましょう。私達の支援を待っている人達のために。

笠原 芳子会計
地区会計の大変な重責を何とか果たせますように、皆様にご協力をお願い申し上げ、ご支援とご
指導をどうぞよろしくお願い致します。

後藤 宮子書記
書記のお役目は、『なんでもやる課』だと心得ました。
ガバナー始め、役員理事の皆様が自由に動けるように環境を整えます。

安田 多賀子指名委員長
地区大会で２６地区指名委員長に任命されて、９か月を過ぎました。いよいよ岡澤ガバナーの
元、活動が始まりました。２年先の役員の指名にあたり、各クラブの会員の皆様のご支援ご協力
を仰がねばなりません。組織は人が育てます。また人は組織の中で育ちます。一人一人の特技を
発揮されるクラブ運営の中で情報をいただきますようお願い申し上げます。

中村 尋子指名委員
指名委員長の下で一生懸命頑張ります!!

浅川利恵子指名委員
安田多賀子指名委員長のもと、指名委員の責務を追行したいと思っております。
どうぞご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

神田 加津代アドボカシー委員長
各クラブのアドボカシー委員長の皆様、これから 2 年間沢山のご意見やご提案をお待ちしてお
ります。楽しく発展的な活動となるようご協力お願い致します。
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一澤 恵美アメリア・イアハート委員長
1938 年に設立されたアメリア・イアハート奨学金制度は、今まで 73 か国、1209 人の女性に授
与されています。日本で授与された女性は、いまだに山崎直子さんただお一人のみです。
日本女性第２号を心待ちにしています。

榎本

和バイローズ委員長

COVID-19 が猛威をふるう今期は会議やワークショップなど大勢で集まることはできません。
だからこそこの時期に国際ゾンタバイローズを 26 地区のゾンシャンが読み、ZONTA の理念と
意義を学ぶ機会にしたいと考えています。

大須賀 はつ財務委員長
地区会計との連携により地区予算を監視し、必要に応じて相談、或いは手伝う事を役割と心掛
けます。また、役目以外の地区の問題も共に考えて参ります。

松崎 恭子財団大使
財団大使として・財団への寄付の協力と会員委員長の協力に皆様と力を合わせて 2 年間取り組
みます。

力強い・お力添えを…

向井 優子ヒストリアン
来年 2021 年日本のゾンタが 60 年の歴史を刻むという記念すべき時期に、地区ヒストリアンと
いう重要なお役目を頂き、十分重責を果たせるか心配ですが、ご信頼に応えられるよう努めて
参ります。

松本 美智子 JMK 奨学金委員長
前任の方々に教えていただき、次世代の事業家に相応しい女性を推薦出来ますよう頑張って参
ります。よろしくお願い申し上げます。

水野 幸子リーダーシップ開発委員長
１

全ての会員にゾンタのルールを知って頂きたい事

２

今まで表面に見えなかった会員を掘り出して、次に繋げたい
これが希望です。

よろしくお願いいたします。

安田 倶子パラメンタリアン
二度目のパラメンタリアンです。COVID-19 のため、制約が多い中でゾンタ活動をどうするの
か？岡澤ガバナーのみずみずしい知性と感性に期待して、新しい 26 地区の活動の一助になる
よう努めます。
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川村 隆枝広報委員長
広報の川村です。ゾンタクラブの魅力を発信し、会員増強に努めます。

羽藤 成代奉仕委員長
奉仕はゾンタの要なり
ガバナーの言葉を信じ、仲間を信じ前進あるのみ！

和田津 美智代国連委員長
国際ゾンタと国連との共同事業の経過をお知らせし、私たちの活動の意義を 26 地区の皆さんと
共有できるよう務めてまいります。2 年間どうぞ宜しくお願い致します。

辻野 紀子 WEB マスター
失意泰然、得意淡然。人生に流されず自分で漕いで
しなやかに、したたかに、しつこく頑張ります。

内藤 惠子 WIT 奨学金委員長
WIT 奨学金委員長のお役を、成し遂げるよう頑張ります。テクノロジーにおける教育、キャリ
アの機会、リーダーシップの役割を追求されている女性を、ご推薦ください。

納富 輝子 YWPA 奨学金委員長
YWPA（Young Women in Public Affairs）奨学金は、優れたリーダーシップスキルと公的奉仕、
市民の為の活動を行っている１６歳～１９歳（高校生以上）を募集中です。ご一報を！

真鍋 芳美 Z&GZ クラブ委員長
新型コロナウィルス感染の影響で、色々変ってしまった今、

高校、大学などのボランティア

活動をどう工夫していくのか、大変難しいことだと思います。情報を共有し、時代にあった活
動を続けられるようお手伝いしていきたいと思っています。
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26 地区目標
１．国際ゾンタ 4 つのプロジェクトの理解とサポート
ペルーの思春期女子の健康と保護／パプアニューギニアと東ティモールにおける、性差による暴力
の被害者への対応の強化／マダガスカルについて学ぼう／児童婚をやめさせる
２．国際ゾンタ 4 つの奨学金全てに応募を目指す
アメリア・イアハート奨学金／J.M.クローズマン奨学金／YWPA 賞／WIT 奨学金
３．新クラブを作る。
（ゾンタの無い県にゾンタを!! ゾンタの日本拡大）
４．地区とエリアに打ち上げられているヒトデはいないか探す→地区（エリア）目標に定める。
※年齢もクラブもゾンタ歴も関係ありません。誰でも提案を直接、ガバナー、AD にお出し下さい。
（締切 10 月 31 日）
（発表 12 月１日

複数の場合、理事会で選考させていただきます。

発行のガバナー通信、エリア通信にて。）

募集要項は追ってクラブ配信します。

ゾンタカレンダー
◇2020.7.23.

第一回理事会、理事・委員長会議「初顔合わせ」(京都) ○
済

◇２０２０.7.24.

京都勉強会（京都） ○
済

◇2020.10.10.

木下国際理事就任祝賀会（北九州）

◆2021.3.

ＣＳＷは、中止

◇2021 エリアミーティング
○4/10 エリア 4（北九州） ○5/15 エリア 2（山梨） 〇5/22 エリア 3（奈良万葉）
〇5/29 エリア 1（仙台Ⅰ）
◇2021.4.16-18 アジア地区間会議（台湾）←馴染み薄いですが世界大会と隔年で開催されていました。
本来 2020 秋開催でしたがコロナのため延期になっています。正式な案内は台湾から届き次第配信致します。

◇2021.10.14-16 D26 地区大会（大津）
◇2022.6.24-29 国際ゾンタ世界大会（Hamburg, Germany）
（以上、エリア、地区、アジア、国際、国連主催のみを掲載。クラブ周年行事等は近づいたら別途掲載します。）

編集後記
ガバナー通信、コロナを理由に 10 日遅れ、陳謝。
短い間に写真&文章提出の Team Starfish に感謝。
振り回した地区書記、Web マスターに陳謝。
佐藤直前 Web マスターのご尽力、愛情に感謝。

次回第二号は 2020.10.1 に必ず!!
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