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～ AD便り～

「暑さ寒さも彼岸まで」と言いますが、朝夕は涼しくなり秋風が心地よい季節となりました。庭の秋明菊が満開です。紅白
で咲き、それを眺めているとコロナ禍にあっても明るい兆しが見えてきたように思えます。

さて、９月初旬に岡澤ガバナーよりエリアミーティングにおける指針が示されました。概ねは次のとおりです。

「エリアミーティングは勉強会＝トレーニングセミナー」であり、クラブマニュアルにある「ホストクラブ会長がエリアミーティ
ングに出席した会員を歓迎する」を念頭においてシンプルに実施する。したがって実行委員長はおかない。仮におくとし
ても実行委員長＝会長とする。会長（実行委員長）⇔実行員会⇔クラブ会員が一体となってホストクラブの任務を遂行す
る。地区共郷土色豊かなエリアミーティングとしたい。トレーニングセミナーなので審議事項はなく、従って作成するのは
「議事録」ではなく「報告書」または「記録」となる。報告書は、２０２０年の例のように４エリア分を一冊にまとめて、全員に
配布する。

そしてこれを受けて、次期エリアミーティングのホストクラブとなる山梨ゾンタクラブの浅川会長とリモートにて最初の打ち
合わせていたしました。お互いに自宅からの発信でノーメイクでしたが、とても近くに感じられあっという間に１時間半の時
が過ぎていました。１１月には山梨ZCへの訪問を予定しておりますので会員の皆様どうぞよろしくお願いいたします。
今後は各クラブ訪問を計画してきたいと思います。各クラブ会員の皆様にお会いできることを楽しみにしております。

エリア２エリアディレクター 飯島百合

２０２０－２０２２ 国際ゾンﾀ２６地区の目標

１ 国際ゾンタの４つのプロジェクトの理解とサポートします

２ 国際ゾンタ４つの奨学金全てへの応募を目指します

３ 全県へ新クラブを結成し、ゾンタ日本拡大を目指します

４ ２６地区とエリアにおいて有望な人材を発掘します

各種奨学⾦

締切日・問い合
わせ先をご確認
ください。



コロナ禍における例会や各種イベントの開催における工夫
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Welcome to 
ZONTA!！

●新入会員 1名（本入会）三重クラブ
●退会者 0名

2020年10月1日現在 12クラブ204名(+1名)

＜東京I＞
8月の新会員茶話会は出席者全員窓に向かって会
食。6月7月9月例会は席を空けて着席。欠席者スマ
ホでの参加もあり。55回チャリティバザー開催中止、
オンラインでバザー開催検討し、ホームページ上で
実施準備中。

＜松本＞
ステイホームの紙上会議から、総会に向けては不特定
多数のお客様が宿泊するホテルから地域使用の市の
施設に会場を変更、また、食事と例例会会場を分け、
医療従事者の会員の参加の工夫となりました。そして
Zoomでの参加を出席と認め、コロナ禍における例会と
いうコミュニケーションの場に一人でも多くの会員の出
席にコミットしました。

＜横浜＞
ホテル側が指定したソーシャルディスタ
ンスを保ちながら、食事以外は全員マ
スクをつけての例会を行っています。

＜東京II＞
6月の総会後、7月の理事会・例会を新型
コロナウイルス感染防止で中止を余儀なく
され、当初8月、9月も理事会・例会とも中
止でしたが、8月の理事会をZOOM初挑戦、
9月は理事会（全員）・例会（19名）ZOOM
出席で、通常時とはまた違う一体感が生
まれ、一つの新しい形が出来ました。

＜岐阜＞
岐阜ゾンタクラブの特徴ある行事に、公開例会
がある。リモートが進む中ではあるが、コロナ感
染対策に万全を期し、時期を考慮し、卓話を取
り入れる（案）を検討していきたい。

＜名古屋SORA＞
・（三密を避ける）広めの会場を使用
・（健康管理）検温、手指消毒、マスク着用

・（情報共有/意見交換）グループLINEを使用

＜かながわ＞
例会場のホテルは、検温、消毒、万全の3密回避の
テーブルセッティングがなされ、例会出席者は全員
マスク着用（食事時を除く）。卓話会も同様な配慮で
開催予定

＜横須賀＞
例会場をお借りしている横須賀市福祉会館では手
指の消毒、使用後には触ったところをアルコール
で拭いてから退出。定員は通常の半分以下。ドア
は開放したまま。イベントも小規模で、手作り品の
販売等密にならないことを心がけています。

＜東京III＞
東京はまだコロナ収束には至っていないため、
会場での講演が中止されたため、リモートによ
る卓話を数回に分けて開催することにした。
徐々に会場での例会も視野に入れつつ無理の
ない様、配慮する。

＜群馬＞
イベント（ＧＴＴ）については極力参加人数を絞
り、内容を書面に残し各方面に配布（予定）。ま
た、10月末のＧＴＴについてはZOOMを取り入
れ参加者を全国から募集する（予定）。

＜三重＞
例会は、毎月Zoomで開催し、様々な職
種のクラブ員の現状について情報交換し、
クラブ員の資質向上のために毎月研修
会も実施し始めました。テーマ「新型コロ
ナウイルス感染症、ボランティアの心、免
疫と感染予防」など。

エリア２会員数

＜山梨＞
・Webにて役員会、例会を行っています。

飯島あす香



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

・8月22日(土)新入会員歓迎茶話会（於明治記念館）(5月入会多田多延子会員報告済)
5月31日国際会費15名払い込み済

・9月19日(土)例会 （於京王プラザホテル）2020年奨学助成者決定
石井紗緒様 東京大学大学院生 医学系研究科健康科学 看護学専攻博士課程

横浜
№594 / 19名
阪井サヤカ会長

・8/19 ホテルニューグランド たん熊にて納涼会開催。10名参加。若手のメンバーの2世のベイビーも参
加。将来のゾンシャンとして大いに期待。一同多いに和みました。
・9/9 ホテルニューグランドにて例会開催。9名参加。資料に基づき国際ゾンタについてや、今年のクリス
マスパーティについて論議。新しい形式のクリスマスパーティを行うことになった。

東京Ⅱ
№1071 / 23名
渡辺碩子会長

・8月13日ZOOM理事会（初） ・9月3日 ZOOM理事会（7名全員出席）
・9月10日ZOOM 例会 （１９名出席）

岐阜
№1078 / 15名
西尾英子会長

・8月21日例会 例年12月開催のチャリティコンサートは、コロナ感染拡大防止の観点から３月に延期とす
る。高山市での集中豪雨災害見舞いに、支援物資（新品タオル）を送る。
・9月18日例会 補正予算案・基金（仮称）設立案を審議する。コロナ禍で遅れていた岐阜ゾンタクラブとし
ての方針・年間行事予定に着手する。

松本
№1522 / 43名
山田知里会長

・8/6 理事会 ・8/11・9/11 フラワーデモ松本 参加（性暴力に抗議する社運動）
・8/20 例会 会員卓話「食事のかたち ランチョンマット」水野尚子会員
・8/24 北九州豪雨災害寄付 毎日新聞西部社会事業団へ 認定NPO法人れんげ国際ボランティア会へ
・8/27 信州岩波講座／松本2020 第2回実行委員会

・8/29・30 松本ゾンタクラブ夏の風物詩 とっからみそ作り ・9/3 理事会 ・9/17 例会

名古屋SORA
№1531 / 14名
榎本和会長

・【チャリティービンゴパーティー中止のお知らせ】当初3/15(土)に予定していたチャリティービンゴパー
ティーを11/15(土)に延期して開催することにしていましたがやむを得ず中止いたします。
感染対策を万全にし、みなさまに心から楽しんでいただけるような目途がたったら改めてご案内いたします。

かながわ
№1598 / 14名
今村令子会長

・8月は例年通り夏季休会
・9/8 理事会、例会開催 クラブ内勉強会で今後クラブとして目指す奉仕活動について検討した。盲導犬
育成・子供食堂の支援をしている会員に問題点等を伺った

横須賀
№1665 / 6名
臼田君代会長

・8月18日(火)月例会（ガバナーズレター、エリア通信、Team Starfish音読、26地区役員報告、コロナ禍で
のイベント中止による資金調達方法の検討）
・8月22日(土)「私が作る」頒布会参加（久木会館前）小学校区の狭い範囲での地域交流会で野菜や手作り
マスク、クッキーの販売でコロナ禍以降、久々の人とのふれあいでした。

・9月15日(火)月例会（26地区補正予算案、基金の承認、頒布会会計報告、地区費エリア費、UN Women情
報）

東京Ⅲ
№1677 / 8名
片桐典子会長

・8月理事例会 8/3  Zoomによるオンライン例会 10月予定のオンライン卓話について
・9月理事例会 9/4  Zoomによる理事例会 補正予算及び国際理事役員基金設立の承認について、支援
先である女性ネットSaya-Sayaからの当事者への食糧他物資の支援のお願いについて、10月卓話でのス
ピーカについて協議した。・女性ネットSaya-Sayaへの毎年の支援を今年度は食品や母子へのクリスマス

プレゼントをネット購入し、そのほか会員個人による寄付も加え、9/16より指定先へ直送する。

群馬
№1890 /5名
片岡仁美会長

・8/6 例会～LINEミーティングにて ・8/22 理事会 ・8/22 ＧＴＴ vol.2 群馬ゾンタクラブ卓話会
講師：児童養護施設 鐘の鳴る丘少年の家 施設長 木村智彦氏

・9/13 例会～残暑払い ・9/29 理事会
山梨
№1939 / 16名
浅川利恵子会長

・8月3日山梨立正光生園訪問
・9月1日山梨県里親会きずな会訪問、webにて役員会、例会をおこなった。

三重
№1971 / 27名
丸山淳子会長

・8月21日（金）例会＆第11回研修会 Zoom開催
・9月18日（金）例会＆第12回研修会 Zoom開催
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飯島あす香

飯島あす香
・9/6（日）あいち国際女性映画祭2020　映画鑑賞・食事会
・9/16（水）例会（ゲスト2名参加）




クラブ名 イベント

東京Ⅰ
・11月15～23日 オンラインチャリティバザー2020開催 東京ＩＺＣホームページ上で
・12月19日(土) クリスマス例会（於京王プラザホテル）ラテン音楽演奏 ピアノ小松真知子

横浜
・10/10 木下国際理事就任祝いに、阪井サヤカ会員、松崎恭子会員の2名が参加予定。
・12/9 クリスマスパーティ ホテルニューグランドフェニックスの間にて開催予定。

東京Ⅱ ・未定

岐阜 ・未定

松本

・10月 GZ活動支援金及び防災士受講費支援金贈呈 於：松本大学
・10/15 例会時に寄付金贈呈式（6団体への支援）
・11月 Zonta Says Noイベント26地区アドボカシー委員会Zoom会議計画中
・12/17 移動例会、忘年会（浅間温泉ホテル玉の湯）

名古屋
SORA

・【チャリティービンゴパーティー中止のお知らせ】当初3/15(土)に予定していたチャリティービンゴパー
ティーを11/15(土)に延期 のち中を決定。

かながわ
・11/24 「子供食堂の現状」をテーマに卓話と食事会（ランチ）開催予定
・コロナ禍により、恒例のクリスマスチャリティーコンサートは中止と決定

横須賀
・11/2日（火）収穫祭（久木会館）10時30分より

東京Ⅲ ・講演中止、一方リモートによる卓話を数回開催予定

群馬 ・10/31 ＧＴＴ vol.3 群馬ゾンタクラブ【ZOOM】卓話会

山梨 ・未定

三重 ・オンライン物品販売実施11月〜2月

日程

東京Ⅰ 10/17, 11/21, 12/19 松本 10/15, 11/19, 12/17 東京III 10/23, 11/6, 12/4
横浜 10/14, 11/11, 12(未) 名古屋SORA 10/21, 11/18, 12/16 群馬 10/5, 11/2, 12/7
東京II 10/8, 11/12, 12/10 かながわ 10/13, 11/10, 12/8 山梨 10/15, 11/19, 12/17

岐阜 10/16, 11/20, 12/18 横須賀 10/20, 11/17, 12/15 三重 10/16, 11/20. 12/18
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例会カレンダー

Events / Schedule 

東京Iより
11月15～23日 オンラインで
チャリティバザーを開催します。
東京ＩＺＣホームページ上のバ
ザーにご参加お願いいたします。

東京Iリモート会の様子

横須賀ゾンタより

群馬ゾンタより

山梨ゾンタより

三重ゾンタより

コロナに負けない元気で過ごそうセット！
Zontaclub Mie facebookメッセージ宛

飯島あす香

飯島あす香
東京IIゾンタより

飯島あす香

飯島あす香
中止を決定しました。

飯島あす香

飯島あす香
・10月23日19:00～Zoomによる卓話開催予定　20周年記念リモート卓話シリーズ開始
「次代を担う女性たちが何を社会課題と捉えているか～東京YWCAの取り組み」YWCA 柳下史織氏
・11月6日（金）渋谷ダイバシティーセンター「アイリス」にてリモートと併用で理事例会予定
・12月以降（未定）卓話 特定非営利活動法人 ピッコラーレより



