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新⼊会員・退会者

2021/2/1現在 12クラブ 205 名

入会者：２名 東京IIIZC  花岡美智子(1/5付）
三重ZC    西川るりか(12/18付）

エリア２会員数

Welcome to 
ZONTA!！

～ AD便り～
２０２１年の幕開けです。
昨年からのコロナ禍もなかなか収まらない中ですが、ゾンタの皆様はいつでもどこでもどんなとき
でも決して弱音を吐かない、いつも前向き、一歩前に踏み出して挑戦する、そんな姿勢を感じ、私
自身がいつも勇気づけられています。
リモートでの例会や卓話の実践に始まり、コロナ対策グッズの販売やオンラインバザーなど、通常
の活動をできるだけ維持していきたいという強い思いが数々の工夫を生み出しています。そして万
全を期したイベントや会議開催の折にもゾンタの会員としての誇りと自信がいつも存在し、コロナ
禍においての行動に自己責任をもってしっかり活動するという強い信念がそこにはありました。
心より皆様の行動力に感謝申し上げます。

２月２日、明日は節分。ゾンタ印の豆を撒いて世界中の鬼を追い払いたいものです。
そして２月３日は立春。我が家の梅の花もほころびはじめました。
春がもうすぐそこまで来ています。
２月１８日には東京ⅡZC、そして２月２０日には東京ⅠZCへの訪問を予定しています。
年明け最初のクラブ訪問です。どうぞよろしくお願いいたします。

エリア２エリアディレクター 飯島百合

お知らせ

エリア２エリアミーティグ：開催日５月１５日（土）のテーマが決定いたしました。

「手を差し伸べようすべての子供たちの笑顔のために～地域で育む生きる力～ 」

子育て支援について皆さんで考えていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

なお、現状を鑑み開催できるか否かは、３月初旬に地区として判断し、各クラブへご連絡させてい
ただきます。開催できる場合も規模を縮小したり、登録者数によっては日程や内容及び会場等の
変更も予想されますので、ご了承ください。４月のエリア通信で通常の開催を報告できることを
願っています。
※エリア４エリアミーティングの期日が変更になりました。

４月１０日から 変更後 ５月９日（日）



International Women’s Day & Rose Day 
on March 8
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12月に予定していたチャリティの夕べ2021は、新型コロ

ナウイルス感染拡大防止の観点から、ローズデーに合
わせて3月に延期したが、準備に入る1月、またもや
緊急事態宣言の発令となり、現状を鑑みて5月に延期す
ることになった。現在は5月開催に向けて準備中。

東京II

名古屋SORA

松本

かながわ

東京III

山梨

横須賀

群馬

三重

日程

東京I 2/20, 3/20, 4/17 松本 2/18, 3/18, 4/15 東京III 2/5, 3/5, 4/9
横浜 2/10, 3/10, 4/14 名古屋SORA 2/17, 3/17, 4/21 群馬 2/2, 3/2, 4/6
東京II 2/18, 3/11, 4/8 かながわ 2/9, 3/9, 4/13 山梨 2/18, 3/18, 4/15
岐阜 2/19, 3/19, 4/16 横須賀 2/16, 3/16, 4/20 三重 2/19, 3/19, 4/16

東京I

3月8日は、国連が1977年に定めた”International Women’s Day”です。
2020年のテーマは “I am Generation Equality: Realizing Women’s Rights. ”
（万人が平等の世界の一人として：女性の権利を考える（仮訳）」でした。

この日をゾンタクラブは「Rose Day」とし、世界中のゾンシャンが女性の活躍を讃え、支援する活動を
行っています。国際ゾンタ26地区エリア2の各クラブの皆さんも、イベントを計画しています。
下記にご紹介しましょう♪

3月11日の例会日（ズームの予定）にはローズデー
として、例年通り黄色いバラを各人持参。
ローズデーのイベントとしては現在未定。

横浜

ローズデー企画 「コロナ禍で漂流する若き妊婦達の
孤立・葛藤・その背景にあるもの」(仮題）女性と少女
の抱える性と妊娠にまつわる葛藤や孤立、その社会
的背景を「人権」と言う視点から考え、苦悩する女性
達に寄り添う特定非営利法人ピッコラーレの支援活動
についてお話しいただきます。 日時：3月11日（木）19
時～ Zoom 講師：八手紘子氏（特定非営利法人ピッ
コラーレ 相談支援員／社会福祉士）

ローズデーイベントは開催できませんが、3月例会で
国際女性デーについて勉強する予定にしています。

・ローズデー基金寄付
・山梨ゾンタクラブのフェイスブック掲載予定

国際および26地区ゾンタクラブの活動紹介、群馬ゾンタ
クラブの活動紹介のリーフレットを作成し、前橋市民活動
支援センターの情報誌送付に合わせ同封予定(350通)

ローズデー企画の料理講習会を毎年この時期に開催し地域
の皆様にゾンタの活動を広報して参りました。昨年はぎりぎり
セーフというところでしたが、今年は場所が閉館すると出来ま
せん。ただいま、検討中です。まずは2月7日で緊急事態宣言
がどうなるかです。

岐阜

3月の例会にてローズデーの催しを行う予定。

設立以来、3年目となる「ヘルプマーク」への寄付に
ついて、今年も申し込み準備を進めていますが、更に
「 NPO法人キープ・ママ・スマイリング」「こども食堂」など
寄付先の追加を検討中 。

3月の例会でローズデー記念日の卓話を予定していた
が4月に延期とした。但し、コロナの状況次第では再延
期又は中止とする可能性も否定できない。卓話者は盲
導犬協会の利用者を迎え、利用者としての問題点、社
会へ希望される事等を伺う予定。

3月例会にてローズデーにちなみ「コロナ禍における女
性及び女児の問題を考える」をテーマに婦人科医竹内
はるか氏講話。4月に「幼年期における性教育の課題
を考える」をテーマに保育士、幼稚園・小学校教諭を対
象にオンライン会議。

3月20日(土)ローズデーは音楽療法のミニコンサート
開催予定でしたが、状況で判断致します。

コロナ禍の中、各クラブが工夫を重ねながら
活発に活動されていますね♪



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

・12/13(日)忘年例会クリスマスパーテイ。コンサートとミニバザー開催 於京王プラザホテル44階アンサンブル
・12/15(火)東京Ⅲリモート卓話に4名参加
・1/30 (土)例会

横浜
№594 / 19名
阪井サヤカ会長

・12/9 ホテルニューグランド横浜、フェニックスルームにてクリスマスファミリーコンサートパーティ開催。
18名の参加。例年のように多人数で出来ない中、家族や近隣の他ゾンタクラブの方に限定して行いました。コンサートも会
員のお嬢様のピアニストにお願いし、歌のほうは食事中に会員のお嬢様の歌手のDVDを流し、皆それぞれの音色に聞き入
りました。くじ引きも行わない中で全員にホテルニューグランドの特製のお菓子、会員からの寄付の茶そばセット、お花をプレ
ゼントにいただき、全員満足の様子でした。

東京Ⅱ
№1071 / 23名
渡辺碩子会長

・12月ズーム例会では全員がZonta Says Noを掲げて意思表示、写真を撮る。
アドボカシーオンライン会議の内容が出席のアドボカシー委員長から例会で報告される。
横浜ZCクリスマスデイナーコンサート３名出席。東京ⅠZCクリスマスチャリテイパーティー２名出席、東京ⅢZC   
設立２０周年企画卓話３名、恵泉女学園大学GZ３名出席

・東京ⅢZC新春卓話３名出席
１月ズーム例会ではアメリア・イアハートデーとして、東京ⅡZC初代会長 故及位野衣様
（女性パイロットで、NHK朝ドラ「雲のじゅうたん」のモデル）の経歴、活動の卓話（会員）

岐阜
№1078 / 14名
西尾英子会長

・12/18 理事会・例会 卓話 「ぎふ犯罪被害支援センターの現状と私たちのできること」
講師：岐阜犯罪被害者支援センター事務局長、専務理事、田口由紀男氏

・1/22 理事会・例会 緊急事態宣言発令中に伴い中止
例会の中止と、今回の審議事項である、チャリティの夕べ２０２１についてＦＡＸにて審議し（アンケート）決議した

松本
№1522 / 43名
山田知里会長

・12/1 地域福祉への支援（市民タイムス思いやりBOX） ・12/3 理事会 ・1/7 理事会
・12/4 松本大学GZへ活動支援金・防災士受講料を贈呈
・12/10、1/28 信州岩波講座/松本実行委員会（第4、5） ・12/11、1/11 フラワーデモin松本参加
・12/15 東京ⅢZCリモート卓話参加
・12/17 12月移動例会（含松本ゾンタクラブ設立記念日を祝う会～創立25周年を迎えて～）
・1/21 例会（初Zoom例会 35名参加）・会報49・50号合併号発行 ・1/30 群馬ZC卓話会参加

名古屋SORA
№1531 / 15名
榎本和会長

・～12/10（木）ZONTA SAYS NO月間 パープルリボン活動
・12/16（水）クリスマス例会 プチ講座：講師/名古屋キャッスルプラザ 西岡謙様「テーブルマナーを学ぶ」、ミニバザー
・1/20 （水）例会、役員理事会

かながわ
№1598 / 14名
今村令子会長

・12/8 理事会・例会 及び 寄付金贈呈：支援先 本牧活動ホーム（障碍者支援施設）の理事長を招待し、
施設の現況報告を伺い、寄付金を贈呈した。

・1/12 通信例会： 首都圏のコロナ感染拡大により通常例会は中止し通信により行った。
・1/8~12/7の期限で首都圏の緊急事態宣言が発せられ当分は通信例会とする。

横須賀
№1665 / 6名
臼田君代会長

・12/9 横浜ＺＣファミリーコンサート（ホテルニューグランドフェニックスの間）
・12/15 例会（ガバナー通信、エリア通信、EMEN報告、寄付報告、ローズデイ企画）

小泉進次郎環境大臣横須賀地元秘書沼口祐季氏来訪、
・東京ⅢZC,ZOOM卓話会「伝えたい！性教育と人権のこと」助産師 大貫 詩織氏
・12/18 フードドライブ箱詰め作業（社会福祉協議会よりの要請、コロナ禍の貧困家庭への食糧援助）福祉会館
・12/26 日地域交流会朝市（久木会館玄関前）
・1/8 東京ⅢZC,ZOOM新春卓話会「コロナ禍に翻弄される子どもたち」しながわチャイルドライン
・1/19 移動例会（寄付報告、会計報告、緊急事態宣言のためのローズデイ企画の変更）

福祉会館閉館のためメルキュールホテルにて開催
・1/30 群馬ZCテーブルトーク被害者支援センターすてっぷぐんま相談員羽鳥美佐子氏

東京Ⅲ
№1677 / 9名
片桐典子会長

・12/14 12月理事例会 Zoom アドボカシー委員会の報告 ローズデイ企画について
・12/15 Zoom設立20周年記念企画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～」

講師：性教育YouTuber/助産師 大貫詩織氏
・1/5 花岡美智子さんを国際ゾンタ新入会員として登録
・1/8 1月理事例会 20時～20時半 同日20時半～21時半 支援先のしながわチャイルドラインより緊急速報
新春卓話 「コロナ禍に翻弄される子どもたち～チャイルドライン活動を通じて聞こえる子どもたちの声～」
コロナ禍の年次報告と質疑応答及び意見交換

群馬
№1890 /5名
片岡仁美会長

・群馬ゾンタクラブのホームページ作成
・群馬ゾンタクラブ主催の卓話会の料金支払いのための販売用サイト登録
・12/15 東京III zoom卓話参加 12/18 忘年例会（於：焼肉上州 会員経営店にて和やかなひとときでした。）
・1/18 zoom理事会 ・1/25 zoom例会
・1/30オンライン卓話会 参加人数17名公益社団法人被害者支援センター すてっぷぐんま 相談員 羽鳥美佐子氏

山梨
№1939 / 15名
浅川利恵子会
長

・12/1 Zクラブ訪問し活動費を授与する。 ・12/2役員会
・12/8飯島ADとエリアミーティング会議 ・12/15役員会（エリアミーティングについて）
・東京Ⅲオンライン卓話参加（ＺＯＯＭ） ・12/17例会（ＺＯＯＭ）
・12/22 飯島ADとエリアミーティング会議 zoom                 ・1/12役員会（ＺＯＯＭ） ・1/21例会（オンライン）
・1/19 飯島ADとエリアミーティング会議 zoom 

三重
№1971 / 28名
丸山淳子会長

・12/18: 例会&第15回研修会(講師)日本救急救命士協会会長鈴木毅厚先生
テーマ『多死社会から命を見つめる―日本の生命観―』
「人間は皆、常に死と隣り合わせで生きている」という、何事もない日常では忘れ てしまうことを、今一度考えさせていただ
き、命の尊さを改めて感じると共に、誰もが安心して寿命を全うできる社会を作ることの重要性を教えていただきました。 ゾ
ンタの提言の一つである中絶に関しても、神道学や心理学など様々な側面から、死生観について幅広く考える機会をいた
だき、とても貴重な研修会となりました。
・12/19「コロナに負けない!元気で過ごそうセット」を心を込めて梱包し発送いたしました。 3



クラブ名 イベント

東京Ⅰ ・2月赤坂迎賓館見学懇親会 3月ローズデー計画は、状況で判断致します。

横浜 ・3月の例会にてローズデーの催しを行う予定。

東京Ⅱ
・コロナウイルス禍にあって予定の３月チャリテイーイベントが
中止となり、現在記念行事、その他のイベント行事は未定。

岐阜 ・3/25(予定) チャリティーの夕べ2021

松本

・2/11、3/11、4/11 フラワーデモin松本
・3/18、4/22 信州岩波講座/松本実行委員会（2/18 図書選定員会）
・3/18 ローズデーイベント
講話「コロナ禍における女性及び女児の問題を考える」
講師：婦人科医 竹内はるか先生

名古屋
SORA

<NEWS> 長らく例会会場としてお世話になったキャッスルプラザが3月末で営業を終了
されるため、2月からの例会はANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋
（名古屋市中区金山町一丁目１番１号052-683-4111）で行います。

かながわ ・コロナ感染拡大により例年開催のチャリティーコンサートは中止と決定しました。

横須賀
・2/28（日）ローズデー料理講習会福祉会館６階調理実習室
（定員半分、試食無し）緊急事態宣言が７日で終了の場合のみ開催。

東京Ⅲ

・設立20周年記念企画Vol.3を国際ローズデーに因んだ企画とする。
<NEWS> NPO法人しながわチャイルドライン主催 子どもの人権をテーマとした講演会とシンポジウム
2/22 「コロナ後の子どもたちに必要な事」講師：大谷美紀子弁護士（国連子どもの権利委員会委員）

群馬
・ローズデーに合わせゾンタクラブの活動紹介リーフレットを作成、配布
・4月 群馬ZC卓話会開催 ※オンライン

山梨 ・ありません

三重

＜オンライン物品販売のお知らせ＞
・開催期間: 2020年11月末~2021年3月31日・物品内容: 第1弾
『コロナに負けない!元気で過ごそうセット』 1袋7,000円昨年末には、
沢山のご注文を賜り、本当にありがとうございました。引き続き、
ご注文を受け付けておりますので、ご連絡をお待ち申し上げております! 
FAX)059-383-9666 TEL)090-4188-6371_松永携帯
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東京III：20周年記念企画zoom卓話

三重：梱包作業

東京II：Zonta Says Noを掲げて

横浜：クリスマスファミリーコンサート岐阜：GZクラブ報告会
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横須賀：フードドライブ箱詰め作業

松本：設立記念日

東京I：クリスマスパーティー

名古屋SORA：テーブルマナー

群馬：Zoom卓話会


