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国際ゾンタ26地区エリア２
エリアディレクター 飯島 百合
E-mail:d26area2director@zonta-d26.jp

～ AD便り～
霜月の名の通り、朝夕はめっきり寒くなり、火が恋しい季節となりました。我家の茶室も炉開きをして火の神様に
今後の無事を祈願したところです。釜から立ち上る湯気を見ていると、第３波のコロナ禍など嘘のように思えます。

さて、11月１７日に来年のエリアミーティングのホストクラブである山梨ゾンタクラブを訪問させていただきました。
浅川会長をはじめ理事７名の方々と最初の打ち合わせを行いました。天候にも恵まれ、富士山を目の当たりにし
て最高のロケーションでの素敵なひとときでした。まだ「案」の段階ですが、幾つかご紹介いたします。
・期日 ２０２１年 ５月１５日・・・決定
・会場 ハイランドリゾート ホテル＆スパ （山梨県富士吉田市新西原5-6-1）
・地区テーマ 「国際ゾンタを知ろう」（仮題）
国際ゾンタの目標や活動を詳しくより深く知って、国際ゾンタを身近に感じ、
地区やエリアの活動にいかしていく。
・ビジネスセッション「国際奨学金制度について」（仮題）
１２月にはエリア２のテーマを決定し、徐々に詳細が検討され、２０２１年の２月のエリア通信第４号では具体的な
配信ができることと思います。皆様からのご意見ご要望もお寄せください。
まだまだ不安な日々が続いておりますが、各クラブではZOOM例会やオンラインバザーなど、工夫を凝らして活動
を推進しています。会員一人一人のご努力が大きな力となっています。本日、２０２０年の師走となりました。この
1年を振り返えりながら皆様のご健康とゾンタの発展を願って新年を迎えたいと思います。
２０２１年はコロナに負けない世界となりますように！
エリア２エリアディレクター 飯島百合

山梨にて

Team Starfish
ヒトデ探しのご協力ありがとうございました！
地区のヒトデにご提案をいただきました。
東京ⅡZC：「全国におけるワンストップ支援センターを知らせる啓発活動の実施」
群馬ZC ：「里親制度の認知度の向上と制度の推進」

新⼊会員・退会者

エリア２会員数

●移籍者 １名 名古屋SORAゾンタクラブ 佐伯敦子(11/16付)
岐阜ゾンタクラブより
●退会者 １名 山梨ゾンタクラブ 原藤貴史 (10/31付) 仕事の都合）

2020/12/1現在 12クラブ 203 名

アドボカシー委員会より
アドボカシーonline会議
が11/29に開催されまし
た。「コロナ禍における
女性及び女児の問題を
考える」

Welcome to
ZONTA!！
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各クラブ支援先・支援内容
横浜

東京I
＜点字図書館・東京いのちの電話、プランインターナショナル、
女性研究者奨学金＞
点字図書館に、昭和53年以来42年にわたり助成金贈呈を継
続。点字図書・録音図書製作貸出、視覚障害者用具・点字図
書販売。たびたび初代理事長故本間一夫氏、2代目理事長
田中徹二氏が例会に出席され、図書館運営について卓話さ
れている。

＜神奈川新聞厚生文化事業団＞
神奈川県内の障害者施設のイベント開催を行っている。１０
月の例会で事務局長を招いて直近の活動報告を聞く。今年
はコロナの影響で活動ができにくくなっている。そんな中で
飛行機をチャーターして障害者だけを搭乗させて、富士山
の遊覧飛行を企画しているとのお話を伺った。２０万円寄付。

岐阜

東京II

継続支援：NPO法人あゆみだした女性と子供の会(DV被
害の相談、相談者の自立支援活動団体)特に女性特有
の社会的障害がみられる現状で、包括的な支援活動を
する。団体岐阜クラブの支援は寄付金。

<公益財団法人 日本補助犬協会>
盲導犬、介助犬、聴導犬を育成するための協会
毎年行うチャリティーイベントによる収益を寄付

松本

名古屋SORA

<NPO法人中信多文化共生ネットワーク>
国籍や文化の違いを超え、お互いに理解し合い心から交流
しあう住みやすい社会を目指している。「外国人＋日本人、
みんなが暮らしやすい地域を！」毎年、次世代を担う子供達
への支援ということで活動をしている。

かながわ
<DVシェルター礼拝会>
‘カトリック修道会に属し、DVシェルターとしては草分け的な施
設。当施設をモデルに横浜市は近年DVシェルターを増設して
おり、礼拝会はその役目を2021年3月で終了する事になった。
私共クラブは現在までの22年間同施設に寄付を続け、同施設
の年間予算に組み込まれるほど大変感謝されて来た。時には
バザーの手伝いをした時期もあった。
山梨
＜山梨県里親会きずな会＞
山梨県「きずな会」は、実親に育てられず、里親に養育されて
いる児童や、養育される事が適当と思われる児童が、よりよい
養育環境のもとに健全に養育する事を願う里親とその関係者
で組織している会です。
交流を持ちお話を伺ったり、山梨ゾンタクラブ主催のイベント等
にご招待したり、寄付金贈呈をしています。
またきずな会に所属する高校生に自分の将来につながる資格
等取得のための奨学金を出しています。
東京III

<女性ネットSayaーSaya>
DV被害女性の自立支援を目指し、レストランSaya-Sayaと共に
20年前に設立された特定非営利団体。経済的自立の指導だけ
では社会的自立は困難な為、当事者の子供達の心のケアや
人権教育等、多岐に亘る支援活動を展開。：寄付金贈呈。他2
つの継続支援先「カリヨン子供センター」と「品川ﾁｬｲﾙﾄﾞﾗｲﾝ」と
の意見交換会を開催、又議員を紹介して繋ぐ等交流、情報交
換の仲介役（ｱﾄﾞﾎﾞｶｼｰ活動）をしてきた。今期は物資の支援。

日程

東京I
横浜
東京II
岐阜

12/13, 1/16, 2/20
12, 1月（未定) 2/10
12/10, 1/14, 2/18
12/18, 1/15, 2/19

松本
名古屋SORA
かながわ
横須賀

<社会福祉法人 共育ちの会 児童養護施設 暁学園>
昭和36年伊勢湾台風以後、愛知で家族を亡くした子どもたち
の生活する場所として作られた施設。現在は、虐待にあって
いる子どもや崩壊家庭の子どもたち（0才～18才）が児童福
祉法のもと入所しています。年に1回の寄付。学園祭に参加。
3月に行われる「出発の会」に参加。
<社会福祉法人 あすなろ学苑> 横須賀
創立20周年を迎えた団体で25名の苑生の方たちが、自分の
力でお菓子、パン、提督のカレーを作り販売し自立していま
す。コンテストで受賞した焼き菓子も多数あります。ところが、
コロナ禍で販売先の多くを失ってしまいました。苑生のお給
料も減らされ、かれらの生活と喜びを守りたいと声をあげまし
た。定期的に支援を前提に苑生の作ったものを購入すること
で、作る励みになるのではと思います。とても丁寧なお礼状と
ともに、おいしい焼き菓子が送られてきます。コロナがおさま
れば、訪問しようと思っています。

三重
<三重県庁 「新型コロナ克服 みえ支え“愛”募金」>
“新型コロナウイルス感染症への対応では、過酷な状況
で昼夜を問わず業務に従事する医療従事者の方々や、
放課後児童クラブ、介護施設、障がい福祉施設等で献身
的に子ども等を支える方々を応援するため”
私たちの感謝や応援の気持ちとして現場に届けたいと思
い、10万円を寄付しました。

群馬
＜認定特定非営利活動法人 ひこばえ＞
ひこばえでは女性や子どもたちが、自分の尊厳を保ち自立し
て歩んでいけるような援助活動を行う。具体的にはDVの防止
と被害者の支援（シェルター運営）、第二の被害者でもある子
どもたちの支援（学習支援）など。
ひこばえ作成のリーフレットの配布、卓話会の開催など。

12/17, 1/21, 2/18
12/16, 1/20, 2/17
12/8, 1, 2月（未定)
12/15, 1/19, 2/17

東京III
群馬
山梨
三重

12/4, 1/8, 2/5
12/2, 1/6, 2/2
12/17, 1/21, 2/18
12/18, 1/15, 2/19
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クラブ活動報告
クラブ名
東京Ⅰ
№492 / 14名
向井優子会長

活動内容

・10/10:木下彰子国際理事就任祝賀会5名参加
・10/17:例会
京王プラザホテル南園 オンラインバザー打合せ他
2020奨学生 今井紗緒様奨学金贈呈（東京大学大学院医学系研究科博士課程在籍）
・11/15-23:オンラインバザー開催
・11/21:例会開催中止(新型コロナ感染者数拡大のため)
・10/14:例会 於 ホテルニューグランド スターライトルーム ９名出席
横浜
№594 / 19名
・10/10:木下国際理事就任祝賀会出席：阪井会長、松崎財団大使
阪井サヤカ会長 ・10/21:理事会 於 ホテルニューグランド ザカフェ
・11/11:例会 於 ホテルニューグランドスターライトルーム 11名出席
・10/1:ZOOM理事会
東京Ⅱ
№1071 / 23名 ・10/8:ZOOM例会：恵泉女学園大学GZクラブアドバイザー岩佐玲子先生によるGZの活動報告、卓話
渡辺碩子会長 ・新国際理事木下彰子様祝賀会出席6名・東京ⅢZCリモート卓話 参加２名
・姉妹クラブ台北ⅡZC創立50周年(2021年4月)台北へ招待メール受信
・群馬ZC ZOOM卓話 4名参加
・11/5:ZOOM理事会、11/12:ZOOM例会
・10/16:理事会・例会 卓話(予定)について。クラブ内規の見直しについて
岐阜
№1078 / 14名 ・11/2:理事会・例会 ＧＺクラブ年間活動報告、土屋美颯会長
西尾英子会長
「Every Member Every November」特別募金 岐阜ゾンタクラブより１０００ドル寄付
・10/1:理事会
・11/5:理事会 ・11/19:例会 ・10/11・11/11:フラワーデモin松本 参加
松本
№1522 / 43名 ・10/10:木下彰子国際ゾンタおよび国際ゾンタ財団理事就任祝賀会出席
山田知里会長 ・10/15:例会・令和2年度寄付金贈呈式（5団体） ・10/21:シニアメッセージ大会（審査員）
・10/22:信州岩波講座/松本2020 第3回実行委員会 ・10/23:東京Ⅲゾンタクラブ設立20周年企画参加
・11/5:Every Member Every November募金活動開始 ・11/9:寄付先訪問 NPO法人中信多文化共生ネットワーク
・11/29:国際ゾンタ26地区アドボカシーオンライン会議

・10/10：木下国際理事就任祝賀会 3名参加
・10/21：例会
・10/25：役員理事会
・11/18：例会・卓話「思春期から始める性暴力の予防」講師：丹羽咲江様
・11/29：役員理事会、アドボカシー委員オンライン会議
・11/25-12/10:ZONTA SAYS NO月間 パープルリボン活動
・10/13:理事会・例会
かながわ
№1598 / 14名 ・10/21:木下国際理事、岡澤ガバナー、横浜ZC会長、横須賀ZC会長、かながわZC会長の5名で
今村令子会長
小泉進次郎環境大臣を表敬訪問。ゾンタの活動を認知して頂くべく会談 ・11/10:理事会・例会
・11/24:卓話会 「子供の貧困と居場所」をテーマにNPO法人 グループ藤 理事長 鷲尾氏による
卓話を開催。於:ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル
・10/20:
例会（ガバナーズレター、エリア通信、国際役員の紹介、26地区の目標の確認）
横須賀
№1665 / 6名
・10/21: 小泉進次郎環境大臣表敬訪問（中央合同庁舎5号館２４階）
臼田君代会長 ・10/23:東京ⅢZC20周年記念企画Vol.1ZOOM講演会 「東京YWCAの時代を担うユースの活躍と課題」柳下史織氏
・10/25:子育て支援サツマイモ掘り（駅前県有地）長雨と日照不足で収穫は1/3でした。
・11/3:地域交流会出店（久木会館玄関前）DVにNO!と言いましょうのロゴをつけて、手作りお菓子を販売
・11/14:逗子市長懇話会（久木会館）コロナ禍でのDV相談数の変化と25日女性への暴力撤廃日に
どんな取り組みをしているのかを質問し回答を後日いただく。（横須賀市へも同様)
・11/15:東京ⅠZC オンラインチャリティーバザー
・11/17:例会(Every Member Every Novemberゾンタ女性財団への個人寄付、補正予算案の可決、
アドボカシー委員会コロナ禍の女性や女児の問題を考える、Welcome to Zontaガイドブック配布
・11/24:かながわZC卓話会「こども食堂と居場所」鷲尾公子氏（インターコンチネンタルホテル3F）
・11/29:アドボカシー委員会ZOOM会議コロナ禍の女性と女児の問題を考える
・10/23:設立20周年記念企画シリーズ リモートによる卓話Vol.1をZoomで開催。ゾンタ会員及び支援先3団体よ
東京Ⅲ
№1677 / 8名
り参加者30名 卓話終了後、10月例会：卓話の反省及びvol.2と今後の方向性について協議
片桐典子会長 ・10/31:群馬ゾンタクラブZoom卓話GTTに3名参加。ひこばえ代表 茂木直子氏の卓話
・11/6:理事例会 Zonta Says Noキャンペーンとして卓話vol.2企画を開催することに決定。
10/10:木下彰子国際ゾンタおよび国際ゾンタ財団理事就任祝賀会出席
群馬
№1890 /5名
10/23:東京ⅢZC20周年記念企画Vol.1ZOOM講演会
片岡仁美会長 10/31:オンライン卓話会開催参加人数12名特定NPO法人ひこばえ代表茂木直子（DVシェルター運営などの活動について)
・群馬ZCの卓話会についてリーフレット作成。 前橋市市民活動サポートセンターの季刊誌送付の際に同封（350通）
・10/2:里親の日チラシ配り（チラシ配りは中止、パンフレットのみ参加）
山梨
№1939 / 15名 ・10/7:役員会
・10/10全国里親シンポジュームONLINE参加
・10/15:例会
浅川利恵子会長 ・11/4山梨県生活総務課主催ＤＶ防止啓発月間パープルリボンプロジェクト講演会「育ちの傷とその支援」参加
・エリア2エリアディレクター訪問、エリアミーティング打ち合わせ 於ハイランドリゾート＆スパ（旧富士急ハイランド
ホテル）
・11/11:役員会
・11/19:例会
・10/16: 例会＆第14回研修会 Zoomと併用してハイブリッド開催 三重県津市に『昭和人形館 夢うつヽ』を開
三重
№1971 / 27名 館された人形作家の泰良木ゆめ先生をお迎えし『 昭和は大人のおとぎ話 』というテーマでお話頂きました。
3
丸山淳子会長 ・11/20例会 「コロナに負けない！元気で過ごそうセット」の物品販売に関する
内容が継続検討され、年内の発送を目標に、11月中に案内することが決定されました。
名古屋SORA
№1531 / 15名
榎本和会長

クラブ名

イベント

東京Ⅰ

・12/13 18：30～ 忘年クリスマスパーティー京王プラザホテル44階アンサンブル
・1月アメリア・イアハート記念ミニコンサート 的場副会長宅 ・2月赤坂迎賓館見学懇親会
<NEWS>
昭和38年以来継続してきたチャリティバザーを絶やさないために、11月15-23日のオンラインバザー
2020を計画。コンピューターソフト会社経営、田中会員がサイトを立上げ、9日間期間限定のイベントを
開催。多くのお客様の東京IZC・国際Zホームページを訪問確認。ご支援の商品購入に感謝いたします。

横浜

・12/9:午後６時～８時 クリスマスファミリーパーティ ー

東京Ⅱ

・コロナウイルス禍の中のため、いずれも予定はございません。

岐阜

・ありません

・1/13:新年会予定

・12/1 地域福祉への支援（市民タイムス思いやりBOX）
松本

・12/11 フラワーデモin松本
・12/17 移動例会（含 25年を祝う会） ・12/15 東京Ⅲ設立記念リモート卓話
・1月 会報49号・50号合併号発行 ・1/21 会員卓話 ・2/18 会員卓話

名古屋
SORA

<NEWS>
アドボカシー委員と広報・コミュニケーション委員が中心となり、11/25-12/10「ZONTA SAYS NO」月間
にあわせオリジナルのパープルリボンを作成しました。期間中、会員がリボンをつけてアピールします。
また、会員だけではなくクリニックや病院でもつけていただきます。リボンは福祉施設で制作しました。
ご用命があればお知らせください。

かながわ

・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しました。

横須賀

・12/26:地域交流会出店
・2月に料理講習会を参加人数を半分に減らして開催予定（日は未定）

東京Ⅲ

・東京ⅢZC設立20周年記念企画シリーズVol.2 「伝えたい！正しい性教育と人権のこと」
～新型コロナ禍の女性と子どものために～ Zoomによる卓話
日時：12月15日（火）19:00～20:00
講師 シオリーヌ（大貫詩織）助産師／性教育YouTuber

群馬

・1/30 群馬ZC卓話会開催 ※オンライン

山梨

・ありません

・忘年会または新年会

・12/18 例会後に、第15回研修会を開催予定。
三重

日本救急救命士協会会長による「いのち」に関する講演を予定しています。
・オンライン物品販売設立三周年記念企画 11月末-12/15（１回目）
第一弾 「コロナに負けない！元気で過ごそうセット」

東京Iメンバー国際理事祝賀会にて

小泉進次郎環境大臣表敬訪問

松本: フラワーデモ
性暴力に抗議する社会運動

4
群馬・講師のひこばえ茂木さんと

東京III zoom例会

名古屋SORA: 丹羽先生と
ゲスト岐阜メンバーの皆さん

