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2月1日現在　エリア1会員数　142名

ごあいさつ
　エリア１の会員の皆様
　エリア通信もお陰様で第４号となりました。
　皆様の日々の、新型コロナウイルス感染拡大の中でのご努力に感謝申し上げます。各クラブにお
きましては、例会、理事会を延期している、せざるを得ない所も多々あり会員の皆様同士との再会
も難しい所もあります。人類がグローバルに戦わなければならないこの感染症はまだまだ厳しい現状
であります。そんな中、ゾンシャンとして女性支援をしっかりと目指し、活動している皆様の報告に
胸をうたれます。私達は未来をあきらめずに、今こそあらゆる年代の弱い立場の方々への支援の仕
方を、熟慮していくチャンスととらえてみては如何でしょうか？新型コロナウイルス感染者を救うべく
戦う医療現場の方々、経済的にも疲弊する世の中で、生活がままならない方々の現状に、アンテナ
をはり、何か支援していく方策を考えていきたいと思います。そのための学びをしっかりと行ってい
る多くのクラブの皆様に拍手とエールを送りたいと思います。必ず明るい未来が来る事を信じ、女性
の豊かな知性と感性を持って、ご自分の健康に留意なさり、エリア１の皆様、共に歩んで参りましょう。

●活動報告
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●イベント
案内

新入会員のお知らせ
●所属クラブ：札幌Ⅱゾンタクラブ ●入会日： 2020年12月15日 ●会員氏名： 片山真紀子 様

  溝口美紀子 様
　　　　　　　　　　　　　 　　　　

転出会員のお知らせ
●所属クラブ：仙台 Iゾンタクラブ ●（個人会員へ転出）2020年12月31日

 ●会員氏名：伊藤しおり 様

退会会員のお知らせ　　●いらっしゃいません

●仙台Ⅰゾンタクラブ

エリア通信

冬

　エリア１の会員の皆様

・会長名：才　田　いずみ　　・会員数：30名　　　

 12 月　1日 役員会 11名出席
 第 4回エリア１エリアミーティング実行委員会　8名出席

 15日 12月例会 会員18 名、ゲスト1名出席。クリスマス特別企画：アイリッシュハー
プによるクリスマスミニコンサート。演奏：土田加奈恵氏。　仙台自立の家 お
菓子販売協力

 1月 5日 役員会 8 名出席
 第 5回エリア１エリアミーティング実行委員会　8名出席

        19日 1月例会　中止

　楽しいことがほとんどない日常になってきたので、12月例
会は、思い切って、アイリッシュハープによるクリスマスコン
サートを開催しました。円卓1つに4席で、美味しいお食事は、
会話がわりのハープの音色とともに楽しみました。テーブル
のお花は、佐久間会員から各会員へのサプライズプレゼント
です。ありがとうございました！

2021年

3月28日 ローズデー講演会：児童福祉施設からみた「女性・子ども・家族」
 場所：エルパーク仙台セミナーホール　時間：14時～16 時　
 会費：500 円

土田加奈恵氏のハープ演奏と司会担当の五嶋会員委員長
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●振り返り

●函館ゾンタクラブ

●札幌Ⅱゾンタクラブ

●塩釡ゾンタクラブ

・会長名：竹　村　弘　子　　・会員数：20名　　　

 12 月  2日 理事会はコロナウイルス感染拡大の為中止
 12 月 16日 例会はコロナウイルス感染拡大の為中止
 1月  6日  第 6 回理事会開催
 1月20日 例会はコロナウイルス感染拡大のため中止

・会長名：中　野　わか子　　・会員数：4名　　　

  12 月　　　  （コロナ回避対策につき、例会なし）
 1月14日 塩竃「未來の100の暮らしワークショップ」福祉（参加：中野）
 1月16日 １月定例会→This is Zonta &Zontian の確認
 １月28日  塩竃「未來の100の暮らしワークショップ」歴史（参加：中野）

　12月～１月にかけて、地域のコロナ対策強化に伴い、現実的に対面での例会を実施するこ
とが困難になりました。会員間のコミュニケーションは、グループ LINEに頼っており、会員
間でのオンラインミーティングを検討中です。複数のSNSを活用して会員の意志疎通をは
かっています。

　函館地区はここ最近コロナウイルス感染が拡大しており、例会開催を自粛しております。
一日も早い終息を祈っております

・会長名：堀　内　万記子　　・会員数：22名　　　

 12 月  9日 役員理事会
 12 月15日 例会
  ・新入会員入会式　片山真紀子さん　溝口美紀子さん
  ・奨学金贈呈式　北大大学院ソフィア・ロンジャムさん インド
  ・アメリア・イヤハート勉強会　岩田会員担当
 12 月22日 ・寄付金贈呈「子供食堂ネットワーク」「女性サポートAsyl」
 1月  8日 役員理事会
 1月15日 役員理事指名役員選出用紙送付
 1月19日 例会中止　コロナ感染者流行により

　12月例会にて、新入会員2名の入会式を行
いました。誠に嬉しいことです。また奨学
金贈呈式もございました。北大で地震の研
究しているインドからの留学生で、彼女の素
晴らしいスピーチを紹介いたします。「日本
に来てから職場での地位が高い女性がほと
んどいないことを知りました。日本にもジェ
ンダーの不平等が存在することに気付きましたが、女子学生を励まし、女性
のエンパワーメントに取り組むゾンタを知って幸運です。ゾンタは地域社会貢
献のバランスを取り、社会福祉の平等に対する意識を高めることが出来ると
信じています」このスピーチを聞いて、彼女に奨学金を贈呈出来た事を誇り
に思うと共にゾンタの意義を改めて感じた次第です。
　後日コロナ支援として「子供食堂北海道ネットワーク」「女性サポート Asyl」
に寄付金をお渡し2020年の活動を締めくくりました。

　コロナウィルス感染症なるものが突然やって来て、はや一年、地域差があり私たち北海道
は、エリア１の中でもダントツに感染者が多く、全ての行事は一応中止とし「息をひそめて様
子をうかがう」そんな毎日です。2019年12月に中国武漢で最初の感染が確認されて、今月
27日感染者が世界で1億人を超えたとの発表があり、1918年から2年間世界的流行が続い
たスペイン風邪は全世界で約6億人が感染、2千万人から4千万人が死亡したとされる、この
数字はピンとこなかったが、今は恐ろしく実感できる。ワクチン頼みの今日この頃、自粛・ホー
ムステイ・ソーシャルディスタンスetc.
　何でも受け入れ頑張って収束させませんか！！　　　　　　　　　　　　　矢代浩子記

新入会員入会式 黄色いバラで歓迎

「子供食堂北海道ネットワーク」様
に寄付金を贈呈

記念撮影
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2021年

2021年
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●札幌 IRISゾンタクラブ

●盛岡ゾンタクラブ

●秋田ゾンタクラブ

・会長名：柴　田　和　子　　・会員数：16 名　

・会長名：岡　部　文　子　　・会員数：11名　　　

 11月30日  12 月理事会開催：チャリティパーティ中止により、会員で集めた奉仕金集計 
  並びに例年の奉仕金贈呈先への例年通りの送金完了
 12 月  7日  チャリティビンゴパーティ中止、例会中止
  1月  8日 理事会開催：１月２月の例会中止決定。
  「新春の集い」2月8日の中止決定
 1月14日 IRIS 会員に連絡文書並びに資料郵送

 コロナ感染拡大につき、一部の職場からも活動自粛要請あり
2月の例会まで休会。

　急激に飲食店等でのクラスター発生で、活動自粛せざるを得なくなり例年行事も無くなり、
又、例会会場も2月から6月まで急遽休業になり、2月の理事会3月から6月までの会場変更
しなければならなくなり、今年もコロナに振り回されそうです。

　札幌 IRISゾンタクラブは3か所の奉仕先がありますが、必ず学習支援と指定して贈呈をし
ています。
〇どさんこ海外保健協力会（ネパールにおいて子供の学習支援と保健衛生の指導に会員を派遣）
〇札幌市母子寡婦福祉連合会（放課後の学習支援活動に）
〇けらぴす子ども食堂（放課後の学習支援講師派遣に）

・会長名：佐　藤　康　子　　・会員数：11名　　　

 12 月13日 12 月理事会・例会  
  1. 2021年新春チャリティコンサートコロナ感染拡大を考慮し中止決定
  2. ガバナー通信第3号、エリア通信第3号の学習
  3. 国際ゾンタ EVERY　MEMBER EVERY NOVEMBER 寄附と国際会長
  　からのレター・報告について学習
  4. アドボカシー・オンライ会議報告、説明　
  5. ユニセフ、ワールドビジョン、やすらぎの家寄附　その他
 12 月19日 秋田県人権擁護委員会主催人権デー・フェスタに参加

 1月10日 1月理事会・例会　
  1. 3月女性デーと秋田ゾンタクラブ賞のノミネート
  2. 会員名簿の訂正、更新の確認　
  3.アドボカシー・オンラインの最終結果報告
  4. 国際ゾンタニュースレター和訳による学習
  その他

2021年

2021年

2021年

　秋田拠点センターアルヴェで開催された「人権デー・フェスタ」
に参加、人権とは何か？
　高校生も参加して関心と理解を深めることを目的としたイベント
でした。

奉仕金贈呈：子ども食堂での学習支援に 母子寡婦福祉連合会子供たちからの
メッセージをもらいました
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●振り返り

●振り返り

●振り返り

●福島ゾンタクラブ

●山形ゾンタクラブ

・会長名：山　川　多美子　　・会員数：13 名　　　

 12 月 11日 理事会 例会　新型コロナウィルス感染防止の為中止
 1月 15日 理事会 例会　新型コロナウィルス感染防止の為中止

・会長名：森　　　　　睦　　・会員数：15 名　　　

 12 月　5日 会員研修会・例会
 12 月 17日 理事会
 1月  9日 例会中止（新型コロナウイルス感染症防止のため）
 1月 21日 理事会中止（新型コロナウイルス感染症防止のため）
 1月 22日 髙橋信子会員告別式（葬儀）参列

　髙橋信子会員が去る1月19日に亡くなられました。髙橋会員の著書 「今
を生きる」と題された冊子は、自閉症と共に50年の歩んでこられたこ
とが、刻まれておりました。
　山形のチャーターメンバー、ゾンシャンとして山形ゾンタクラブの力強
い先輩が逝かれたことは、寂しく辛いことです。先駆者として築かれた
クラブを、残された未熟なものたちが力を合わせ更なる発展、会員増強
に力をそそいで行きたいと思っております。

　新しい年を迎えても尚、新型コロナウィルス感染拡大は続いています。緊急事態宣言が出
されている現在、12月、1月の例会は中止と致しました。例年恒例となっておりますチャリ
ティークリスマスパーティーも残念ながら中止。寂しいかぎりです。コロナ禍ではリモート講
演会等がふえると思いますが、、積極的に参加したり、またガバナー通信、エリア通信等で
他クラブの情報を得ながらこれからのコロナ禍での活動を前向きに進めていきたいと思って
います。早くマスクなしで心から笑ってみたいものです。

　コロナ禍に追い打ちをかけるように、12月の寒波、そして1月7日からの大雪、次いで暴風
雪と自然の猛威を身に染みて体験いたしました。北国育ちの私たちにとってもめったにない
厳しい試練でした。こんな時会員の皆様から寄せられたお見舞いの温かいお言葉が大変う
れしく、感謝申し上げます。
　やがて、春がめぐってきて、コロナ感染拡大も収束し、堂々とイベント活動ができ、交流
できる日がくることを祈っています。

　12月例会前に行った会員研修会は、犯罪被害者支援週間（11月25日から12月1日まで）に
あたり 公益社団法人やまがた被害者支援センター 支援コーディネーター　神田祐実　氏を
お招きし、「べにサポ山形について」（犯罪被害者支援センター）講演をお聞きしました。犯
罪被害が身近な山形でも起こっていることを知るための企画でした。
　女性・子ども等への犯罪被害状況、現在抱えている問題、虐待・性的暴力の実例をあげて
の講演でした。私たち会員は、このことについてどのように活動し、ローズデーにつなげて
いくかを改めて考えさせられた研修会でした。

2021年

2021年


