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思えば、 

エリア通信に縛られ、2か月ごとに生活が区切られた AD時代は、2か月の経つ速さに驚いていました。ガバナー出

発にあたり、あの生活がまた始まるのだと覚悟しました。しかし恐ろしいほどこの二つには差がありました。AD の時

は奇数月の後半にエリア通信がドスンと胸にのしかかっては来たけれど、その他の時は、ほぼゾンタも忘れて気楽な

ものだったのであります。然るに今、3 日もパソコンから離れようものなら、その後に取り返しの付かない恐ろしいこ

とが起こります。世界から 26 地区から英語や日本語で追いかけられ、つじつまの合わぬことをするものなら容赦な

く叩かれる。まるで刑事に追いつめられる犯人のようであります、笑。 こんな愚痴が言いたい訳ではないのです。 

私は生来どこか抜けているので、のらりくらりと適当にかわし、コロナ全身浴の会社難経営、突然同居の母の介護、

接待交際もどきの飲食会もそれなりに（それらも抜けているが）こなしております。 

皆様は、如何ですか？もしやゾンタに疲れておられませんか？次から次へとやって来る情報をクラブに配信する

時、私の心はチクっと痛んでおります。2 か月毎のガバナー通信で事が済めばいいのにと思います。国際大会を伴

わなかった今期は全てがイレギュラーで、その遅れを取り戻すべく、国際ゾンタはこの状況下でもゾンタの使命を果

たすべく懸命な努力をして下さっています。故に配信量も増えるわけです。皆様の日常生活に大きくゾンタが侵入し

ているかもしれませんが、どうかゾンタに振り回されること無く、その情熱の元、寛大な心でゾンタを捌いてください。

（たまにはスルーも忘却も OKですよー、㊙） 

 

さて、ざっとこの 2か月を振り返ってみます。 

●10 月 10 日に「木下彰子国際理事および国際ゾンタ財団理事就任祝賀会」がありました。北九州の要人・ご来賓

73名を含む計 166名のこの時期には不相応な大宴会、和やかで笑いに絶えなく、始終「(木下彰子こと)ヒミツのア

ッコちゃん(^^♪」が BGMに流れ、珍Attractionも違和感なく、全て木下国際理事のご人徳の賜物と感じました。

駆け付けて下さった会員に感謝、出席叶わず「心」を飛ばせて下さった会員に感謝です。（写真等添付） 

●地区理事会提出の審議事項でありました「補正予算案について」「国際役員・理事基金(仮称)設立について」は二

件ともご承認賜りましたことを報告致しました。異見は肝に銘じておりますが、どうか今後は全クラブのご協力をお願

いいたします。国際役員・理事基金に関しては『国際役員・理事・指名委員が 26 地区から輩出された場合に限る基

金として、国際本部費用から賄えなかった分を 26 地区理事会の承認を得て、基金の金額内で捻出できる限りの額

を支払うものにする』ものであります。口座開設後、すでに多くの会員からの振り込みを頂いております。感謝と共に

大切に預かっております。（口座等添付） 

●国際ゾンタ財団が「ゾンタ女性財団」に名称変更となりました。ますます女性に特化したボランティア団体であるこ

とを明確にしていくこととなります。 

●小冊子Welcome to Zonta をご活用ください。国際本部で使われているもので、国際ゾンタが大きく変わらな
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い限り、長期にわたって使えるものです。ゾンタの勉強、勧誘に有効利用して頂ければ、シカゴから持ち帰り、国際翻

訳委員に訳して頂いた甲斐も有り、私、本望でございます。追加申込受付中！ 

●その P28 に「ゾンタの大切な日」の掲載があります。国際ガールズディ、国連デーから Zonta Says NO まで、

10-11 月に大切な日の半分が集中しています。国連委員長の配信に始まり、アドボカシーオンライン委員会開催

（11/29）まで、この 2か月を 26地区は有意義に乗り越えたと思います。関係者に感謝。 

●1か月に及びました Every Member Every Novemberもまもなく終了(12/1)致します。26地区は 30,000

ドルという国際の目標を突破いたしました。おそらく 32 地区中 3位で終わると思います。皆様のご協力に感謝致し

ます。財団大使、頑張って下さいました。競争を煽るようなシステムでしたが、古き由緒正しき日本価値観の「品が悪

い」ではなく、アメリカ風「ゲーム」感覚で受け止めて下されば幸いです。アメリカのクラウドファンディング

GoFundMe が用いられました。本当に、EMEN の命名といい、そのシステムといい、よく考えられたと思います。

国際ゾンタに座布団 1 枚！ 国際ゾンタのプロジェクトを実現して行くにはお金が要ります。これからも「ドネーショ

ン」の依頼が続々と来る筈です。でも、決して強要ではありません。2020 オリエンテーションマニュアルにあるよう

に「能力、体力、時間、経済力(お金)は、皆同じ価値」です。ドネーションが適わぬ時は頑張って動きましょう。でも家

の中に「ゾンタ貯金箱」を作って、贅沢を一つ我慢する度にそれをプールしてゾンタドネーションに回していただける

なら、ゾンタにとって、望外の喜びであります。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

最後になりましたが、 

ヒトデのご応募を沢山有難うございました。直接はヒトデではない提案も熱い思いもいっぱい頂きました。主な 3 つ

を列記致します。①ゾンタの存在や成果を日本に PR しなくてはならない。経済的なことも考慮して、SNS 等を使っ

て 1分 30秒程度の動画配信をしよう！ ②悩んで困っている女性に相談可能な場所があることを知らせる啓発活

動をしよう！189 にダイヤルすれば児童相談所に、8891 にすればワンストップ支援センターにつながることを全国

レベルに知らせる方法を考えよう！(児童相談所は里親制度の窓口でもある。) どうすれば「貴女を応援したい！」

ゾンタを実現できるか？ ③緊急援助が必要な未成年女子(女児)が悪い社会の隙間に陥らないため居場所を提供

するシェルター、DV 被害に悩む女性が避難場所とし未来を構築する機会を得るシェルターが民間で経営されてい

る。ワンストップセンターは全国的に設置されているが、被害を未然に防ぐという為の必要性とその厳しい経済状況

を鑑み、ゾンタとして民間シェルターに手を差し伸べて行こうではないか?さらには設置推進運動にまで展開して欲

しい・・等々です。 ①②も 26 地区で取り組んでいくべきと思いますが、今回のヒトデ探しの結論としては最も声の

上がった③「民間シェルター」を取り上げたいと思います。クラブですでに民間シェルターを支援しておられるところ

があるかと思います。それらのシェルターに加え、まだゾンタの無い県の民間シェルターをいくつか選んで数軒ほど

を今期 26地区の対象として選考し、施設の必要とされるものを Zonta マーク付で可能な限り届けていきたいと考

える。(Z マーク付歯ブラシも候補に有り。)施設の選考、その財源など慎重に議論を重ねていかねばならないが、と

りあえず現時点ではここまでです。民間シェルター支援中のクラブはまず 12/15までにガバナーまでお知らせくださ

い。 

 

気が付けば、 

今年もあと少し。3-11月の 8か月は家の中に籠り、知らぬ間に季節が変わり、知らぬ間に日本もアメリカもトップが

変わっていました。怖くて不思議な一年でした。来春のエリアミーティングは開催したいですね。あっ、それから最後

に今のADは当時の私とは比べ物にならないほど真面目で熱心であり日々労苦を惜しまない人達であることを申し

加えておきます。 

年末、年始、どうかお身体おいといください。 

2020-2022 26地区ガバナー 岡澤則子 
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国 際 の 窓 －近 況 報 告－ 

 

コロナの第３波に襲われている日本列島。皆様ご無事にお過ごしでしょうか。 

 

今回は、「国際理事ピン」の紹介をさせて頂きます。 

国際ゾンタの理事には「理事ピン」なるものが与えられるようです。  

そしてそれは代々受け継がれていくものであるということを知りました。 

写真のピンは、前期の理事、タイの Lalivan Karnから私に送られてきたものです。大きさは 5cm x 0.6cm

という小さなものですが、大変貴重なものですから失くすと大変なことになるので、つけるのが怖いような気が

しています。表面についているかすり傷のようなものを見ても時代を感じます。 

 

さて、皆様 Every Member Every Novemberへのご協力、有難うございました。 松崎 財団大使の元、

２６地区の会員様にも多大なご協力頂きましたことに心から感謝申し上げます。 

Zonta Says NO.のキャンペーンは如何進んでおられますか。世界中のゾンシャン達が街全体や町のモニュ

メントなどをオレンジ色に染めたり、工夫を凝らして女性に対する暴力撲滅期間の PRには、今期特に盛り上

がりを感じられます。 

 

次回の理事会は１２月３日と４日の午前５時から（夏時間終了につき、１時間遅くなりました。）４時間ずつ開催さ

れます。財政、国際プロジェクトの進捗などなどアジェンダは満載です。国際ゾンタが COVID-19の影響下に

於いても前進し続けるために頑張ります。 

２６地区のゾンシャンの皆様が、ご安全に年末をお過ごしになり、善き新年をお迎えになられますように。そして

来年が国際ゾンタにとりまして飛躍の年となりますように。 

国際ゾンタおよび国際ゾンタ財団理事 木下彰子 

 

 

ヒ ト デ を 海 に 返 せ る よ う に 

－「クラブの健康度チェックリスト」のご紹介－ 

 

リーダーシップ開発委員長 水野 幸子 

会員委員長        浅野万里子 

 国際ゾンタのミッション達成のために世界各地で活動しているクラブとゾンシャンのデータをご紹介します。

（2020年 10月 31日現在） 

会員数      25,162名（2018-2020年期末より－10.43%） 

クラブ数     1,134クラブ（新設 8、解散 17） 

（参考）2018-2022年期末のクラブ数 1,143クラブ（新設 24、解散 39） 

26地区は、クラブ数45（2018-2020年期末より 3クラブ減）、会員数868名（うちヤング・プロフェッショナ

ル6名）（2018-2022年期末より81名減；－8.54%）、ゴールデンZクラブ 10、Zクラブ3となっています。 
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クラブと会員の減少は今に始まったことではありません。2011年 7月に国際から届いた 

e-Newsletterに、Dianne Curtis国際会長（当時）は次のようなメッセージを寄せています。 

 

・・・・・会員数は減少し続けています。2010 年度には、1,183 人の会員が退会しました。この数字はおおよそ 1 クラブ当り

1人の会員を失ってしまったということになります。5月 31日現在、国際ゾンタの総会員数は 30,171人です。この現象の

流れを止め、コミュニティーと世界の女性の生活を改善することを私たちが願っているのであれば、組織を活性化させなくて

はなりません。（中略）個々のクラブの会員数を維持し、また会員を惹きつけるためには、クラブの基盤が強固でなおかつ健康

な環境でなければなりません。（中略）1人 1人のゾンシャンが、この問題にチャレンジして、減少の流れを止めるよう努めてく

ださい。・・・・・（東京Ⅱ 矢﨑和喜子会員訳） 

  

Curtis 国際会長は会員数の減少の流れを食い止めるためにはクラブの基盤を強化することが重要と考え、ク

ラブの健康度を測るチェックリストを開発されました。前述の数字を見ても明らかなように、その後 9 年が経っ

ても減少を止めることができていません。そのチェックリストは今でも通用する内容です。文言を 26 地区仕様

に整えてご紹介します。 

クラブ会長ならびに会員委員長／担当の皆様 

例会でこのリストを使ってクラブの健康度を測る時間を設けてください。点数をつけるものではありませんが、

項目に心当たりがある場合は、クラブ全体でどうすればよいかを話し合い、改善する方策を探り、充実した

活動につなげていただければ幸いです。 

健康そのものの結果が出た場合は、自信をもって前進あるのみ！楽しく、充実した活動に邁進してください。 

 

クラブの健康度チェックリスト 

 

□ゾンタの目的に集中せず、多くのことをしようとしていませんか？ 

□伝統や前例にとらわれて、変化を受け容れられなくなっていませんか？ 

□若い人が望んでいる／必要としている／好んでいることを提供できていますか？ 

□会員はボランティアだということを忘れて、一部の会員に負荷がかかっていませんか？ 

□例会がだらだらとしていませんか？ 

□クラブ内でのもめごとが原因で、会員候補を例会に招くのを躊躇していませんか？ 

 

委 員 長 便 り 

 

 

◇2020-2022 年期の 26 地区会員の目標は【継続率 100％、2 年間で+20 名】です。会費が半額になる

今がチャンス（12月 1日以降）！ゾンタの魅力をバージョンアップして、新しい会員をお迎えしましょう！！ 

副ガバナー/会員委員長 浅野万里子 

 

◇１１月１０日に 東京Ⅲゾンタクラブのリモート卓話【伝えたい！正しい性教育と人権のこと】について、Ｚ＆ＧＺ

クラブにお知らせしました。                             Ｚ＆ＧＺクラブ委員長 真鍋芳美 
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◇コロナ状況下では、各イベントや施設慰問も出来ない状況です。個人的に出来ることはな

いかと考え、介護に関するエッセイ『介護施設で本当にあったとても素敵な話』を発刊し

ました。高齢化社会において介護に悩む人達に役立てていただければと思います。 

                                         広報委員長 川村隆枝 

 

 

◇11月 29日（日）【ZONTA Says NO期間中】に 26地区アドボカシー委員によるリモート会議を開催い

たしました。各クラブの“子どもに対するいじめ” “児童虐待の根絶” 等、日頃の取り組みを意見交換し、お

互いに参考にする企画です。とても中身のある意見を発表していただきました。 

アドボカシー委員長 神田加津代 

 

◆2021年度のアメリアイアハート奨学金の応募は 11月 15日が締め切りでしたが、残念ながら今のところ応

募されたとのご連絡はありません。このコロナ下、1 月のアメリアイアハート DAY は、各クラブで知恵を絞っ

てくださっていることでしょう。11 月 30 日のクラブ配信を参考にして、良いアイデアがあれば、ご一報くださ

い。                                                   アメリアイアハート奨学金委員長 一澤恵美 

 

◆年が明けると YWPAの締切が近づいてまいります。年内にどうか候補探しをよろしくお願いいたします。 

学校側からの質問で ① 「返済しなくていいのか？」 ② 「受賞後ゾンタの活動に参加させられるのでは？」 

という質問が良くあります。くれぐれも「無しです」ということをお伝えいただくと有難いです。 

是非、候補の選出をお待ちいたしております。                       YWPA委員長 納富輝子 

 

◆WIT奨学金について、本部からの情報が届いておりません。募集要項が届き次第、候補者を探します。 

宜しくご協力お願いします。                                WIT奨学金委員長 内藤惠子 

  

 

 

 

 

国際ゾンタ役員・理事への 26地区支援基金 

 

（2020.10.28～11.30） 

★支援金★  150 口   300,000 円 

 

  

【口座】 三菱UFJ銀行 京都支店 普通 3844664 

国際ゾンタ役員・理事への 26地区支援基金 代表 岡澤則子 

                                         

1口 2,000円/1人です。複数者でお振込みの時は、内訳を 

地区書記 後藤までお知らせください。 

 

 

 

 

   

 

 

編集後記 

 いつの間にか、字は打つものになってしまった。 

変換ミスが起こる。国際理事排出。寄付は教養ではない。 

「排出」とは不要な物を外へ追い出すとある。 

木下理事を排出してどうする？ 

寄付者に教養がないと言ってどうする？ 

気付いた時にゃ後の祭り、全クラブ配信が終わってる（涙） 

字はやはり打たずに書きたいものである。 

 国際理事祝賀会に奇妙なスタンド花。 

差出人「白雪姫・バンビ・かぐや姫」。 

謎に満ちたひと際美しいそのスタンドは、いったい誰か

ら？？ 

 疲れた時は空を見上げる。 

反対され批判され、挙句の果てに変換ミスしまくった日は

尚更である。 

今夜（2020.12.1.）は満月ビーバームーン。 

こんな日こそ、あぁ月に還りたい！！ byかぐや姫    
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【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】 

 

 

 

2020年 10 月 10 日（土）17：00開宴 

リーガロイヤルホテル小倉 『エンパイアルーム』 

Program 
 

司会 浅野万里子（２６地区副ガバナー） 

Ceremony 
１．祝演奏        ヴァイオリン 中村太地様   ピアノ 碓井俊樹様 

 

             🎶 サラサーテ『カルメン幻想曲』 

 

２．開会の挨拶                ２６地区ガバナー 岡澤則子 

 

３．祝辞                   福岡県知事   小川 洋様 

北九州市長   北橋健治様 

参議院議員   大家敏志様 

４．祝電披露 

 

５．お礼の挨拶      国際ゾンタおよび国際ゾンタ財団理事  木下彰子 

 

６．乾杯         認定 NPO 法人「ロシナンテス」理事長 川原尚行様 

 

 

 

Attraction 
７．祝舞       『獅子舞』                     祝金獅子會様 

 

８．ショータイム   ・Piano イントロジブリ曲～スタジオジブリ『さんぽ』  笠原芳子 

           ・シャンソン『サントワマミー』『オーシャンゼリゼ』  （２６地区会計） 

                                                      

９．うた       ・中島みゆき『時代』              W のりこ（大津ゾンタクラブ） 

 

10．Director Dance ・Western Dance   フレンチカンカン by バニー  理事会 all members 

・Japanese Dance   さのさ『屏風一人芸』    理事会 Boss 

 

11．全体合唱       『ふるさと』        指揮 天川悦子（北九州ゾンタクラブ） 

                           伴奏 和田津美智代（２６地区国連委員長） 

 

12．国際理事より寄付贈呈                受贈者 松崎恭子（２６地区財団大使） 

 

13．学ランエール                         Noriko ＆ her fellows 

                            （２６地区 Web マスター＆ゾンタ男性会員） 

 

14. 閉会の挨拶                      安田倶子（２６地区パラメンタリアン） 


