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4月1日現在　エリア1会員数　142名

ごあいさつ
　エリア１の会員の皆様いつも感謝と感動をありがとうございます。
　岡澤ガバナー率いる D26エリア1もあと２か月で一年になります。この間新型コロナウイルス
は感染拡大と収束を繰り返し、我がエリア１をも浸食しています。しかし、この度の皆様の現況
報告を拝見して例会、理事会を中止してもなお前を向いての打合せ、話し合いを続け、活動す
るまるで不死鳥のようなエリア１の皆様に落ち込んだ私は幾度も救われています。
　2月28日（日）仙台国際ホテルにて初顔合せ、仙台のSOMの素晴らしい先輩方とのエリアミー
テングの打合せを致しました。大雪・地震の2度キャンセルにも関わらず、温かく真剣に語りかけ
る理事の皆様にまた、情熱を頂き帰路につきました。
　3月6日（土）クラブ訪問では、「札幌Ⅱ・札幌アイリスゾンタクラブ合同国際女性デー記念講演会、
合同例会 AD松村との意見交換会」また「北海道ユネスコ連絡協議会会長の大津和子氏」のワー
クショップ型「SDG`sについて」の講演で、２クラブの生き方への意識の高さを知り、コロナ禍を
払拭するパワーを感じました。意見交換会では、真っ直ぐなゾンシャンとしての思い、疑問点に
ついて皆様と情熱的な話し合いができ、心が一つになった瞬間でした。
　まだまだ訪問していないクラブの皆様にお会い出来ます事を楽しみに、仙台でのエリアミーティ
ングをしっかりと開催すべく進めていきたいと思います。
　エリア通信第５号の９クラブの活動をしっかりとお読み頂ければ幸いです。

●活動報告
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会員の変動はございません。

●仙台Ⅰゾンタクラブ

エリア通信

・会長名：才　田　いずみ　　・会員数：30名　　　

 2 月  9日 18 時　役員会　於：仙台国際ホテル　出席 8名
 　　　役員会終了後、第6回エリアミーティング実行委員会　出席 7名

 2 月16日 18 時半　例会　於：仙台国際ホテル　出席16 名
 　　卓話：神部眞理子会員「日本の女性の貧困問題」

 2 月28日 14 時 第 7回エリアミーティング実行委員会 於：仙台国際ホテル出席 7名
　　　 松村ADとの初顔合せ、テーマの決定ほか

 3月  2日 18 時～19 時 役員会 於：みやぎNPOプラザ　出席12名
 　　役員会終了後　第 8回エリアミーティング実行委員会 出席 7名

 3月16日 18 時半　例会　於：仙台国際ホテル　出席16 名
 　　お話と演奏：ヴィオラ奏者・音楽療法士　渡邉 望 様

 3月28日 14 時 ローズデー記念講演会中止（宮城県緊急事態宣言発出の為）

　1月例会は中止でしたが、2月、3月例会は大雪や地震を乗
り越え開催しました。
　2月は、神部眞理子会員による「日本の女性の貧困」と題す
る卓話で、エリアミーティングで扱う「子どもの貧困」に深く
関わる問題について学びました。3月は、ヴィオラ奏者・音楽
療法士の渡邉望氏によるお話と演奏でした。音楽療法とは「音
楽を聴いて癒される」というようなものではなく、医療の一
環として、どのように関われば患者さんがどう変わるかを観
察しながら介入法を考えて行うものだそうで、ご勤務先の認
知症専門病院での活動を例にお話しくださいました。また、
ヴィオラの演奏は、柔らかくて優しい温かな音色で、心に染
み入るすばらしい演奏でした。

左：2月例会 神部会員卓話
右：3月例会 ヴィオラ演奏中の渡邉望氏



●活動報告

●活動報告
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●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　　　

 ２月  ３日 第９回理事会開催
  ・　国際　地区　エリアからの連絡事項報告
  ・　指名委員会より、２０２１年度　役員理事指名報告
  ・　各委員長報告　アドボカシー　ローズデー関連の報告
　　　　　　　　　　　　広報　　　　　ホームページ掲載について
　　　　　　　　　　　　奉仕　　　　　奉仕先への連絡について
 ２月17日 ２月例会コロナ拡大の為中止
 ３月  ３日 第10 回理事会開催
  ・　国際　地区　エリアからの連絡事項の報告
　　　  ・　次年度に向けての引継ぎ準備依頼
　　　  ・　次年度会長より　特別委員会設置希望があり、承認
　　　  ・　次年度のチャリティーパーティー開催に関しての話
　　　  ・　各委員長報告　奉仕委員会より２０２０年度奉仕先への送金完了報告
　　　　　　　　　　　　アドボカシー委員会より　ローズデー関連の報告
　　　　　　　　　　　　広報委員会より会報作成にむけた原稿依頼
 ３月17日 ３月例会コロナ拡大の為中止

・会長名：中　野　わか子　　・会員数：4名　　　

 ２月13 日  仙台市男女共同参画
  推進センター ジェンダー論公開講座
  「塀の中の 女性たち～ 犯罪の背景にあるもの」 参加 1 名
 ２月20 日 ２月定例会コロナ禍にあっての活動の 話し合い 出席 率 50%
 ２月24 日  夜 ZONTAINTERNATIONAL 企画 ウェビナー講座受講 １名
  “Hear her story Tiaji Sio”
 ３月13 日 ３月定例会（これからの 参加行事の確認 出席率 75%
  仙台市男女共同参画推進センター企画 ３名参加
  「女性たちが語る震災からの10 年」
 ３月28 日 キャンセル→「仙台１ゾンタクラブ主催 ローズデイ講演会 」

　２月 13 日 （土） 深夜に発生しました、福島県沖地震の直後、 全国のゾンシャンの皆様より
塩釡クラブのことをご心配頂きました。誠にありがとうございました。
　塩竃市の多くの家庭が断水するなど、ニュースになることもありましたが、会員及び会員
家族は皆、無事でした。あたたかいお見舞いのメッセージをありがとうございます。３月に
も余震が続けて起きましたが、 コロナ対策もとりながら（今できること）を探りながら、会員
同士のネットワークを深めております。

・会長名：堀　内　万記子　　・会員数：22名　　　

 ２月  ２日 役員理事会
 ２月  ３日 札幌Ⅱ札幌 IRIS合同例会打ち合わせ
 ２月１３日 サッポロ。インターナショナルナイト実行委員会
 ２月１６日 例会（コロナ流行の為中止）
 ２月１８日 札幌Ⅱ札幌 IRIS合同例会打ち合わせ
　２月２７日  サッポロ・インターナショナルナイト実行委員会
 ３月  ２日 札幌Ⅱ札幌 IRIS合同例会打ち合わせ
 ３月  ６日  札幌Ⅱ札幌 IRIS合同例会
  松村エリア１ディレクタークラブ訪問
  札幌Ⅱ札幌 IRIS合同国際女性デー記念講演会
  「SDG ‘ｓについて」
 ３月  ９日 役員理事会
 ３月１２日 札幌Ⅱ札幌 IRIS合同例会反省会
 ３月１４日 第４３回サッポロ・インターナショナルナイト
　３月６日札幌Ⅱ札幌 IRIS合同で国際女性デー記念講演会「SDG‘ｓ
について」を開催いたしました。新聞記事から持続可能な開発目標
を読み解くワークショップは、とても面白くそして何より分かり易く
ストンと心の中に入ってきました。クラブとして引き続き学んでいか
なくてはならない目標の一つと感じております。



●活動報告

●活動報告

●振り返り

●イベント
　案内

●振り返り

●記念行事
　イベント報告

●札幌 IRISゾンタクラブ

●盛岡ゾンタクラブ ・会長名：柴　田　和　子　　・会員数：16 名　

・会長名：岡　部　文　子　　・会員数：11名　　　

 ２月  １日 理事会　
  ８日例会中止決定
 ２月３、１８日 ローズデイ合同打ち合わせ
  （札幌Ⅱ２名、ＩＲＩＳ２名）
 ３月  １日 理事会　
 ３月  ２日 ローズデイ最終打ち合わせ
  （札幌Ⅱ１名、ＩＲＩＳ２名）
 ３月  ６日 ローズデイ記念講演会
  記念合同例会開催
  松村エリア１ディレクター
  クラブ訪問

 2 月24日 理事会　主会議場がホテルの都合で変更になり、コロナ感染を踏まえて、  
  　　　　今後の活動どうするか意見交換
 3月10日 例　会　ローズディーとして、滝沢中央病院院長「山内公平先生」により「コ
  　　　　ロナと肺障害について」の卓話
  　　　　ウイルスの感染経路、急性肺障害を起こす過程、対策の確認等スライ
  　　　　ドをとうし、詳しく説明。会員から換気の仕方や妊婦の対応などの 
  　　　　質問があり、今まさに旬の内容で改めて勉強になった。
 3月31日 理事会　エリアミーティング参加について

コロナの感染拡大防止のため活動休止をしていたが、やはり予防を徹底し活動を続けたい
と、会員一同から強い要望があり、2月の理事会からやっと活動出来てうれしいとの声

　「ローズデイ記念講演会・合同例会」開催：３月６日札幌プリンスホテルパミール館 SDGs
に関して「正確に認識して納得できる行動をとりたい」の思いから講師にお願いし、わかり
やすく資料をもとに参加型で行ってくださり再度お願いしたいと思える講演だった。合同例
会は活発な意見や、松村ＡＤへの質問、地区へも届けてほしい要望などが出て、それに真摯
に答えてくださる松村ＡＤの素顔がわかり、実り多い楽しい例会でした。

 ３月 ６日 ローズデイ記念講演会　（SDGs）：講師：大津和子氏
  記念合同例会：松村昌子エリア１ディレクターのクラブ訪問　８名参加

　世界中の劇場やコンサートホールが活動を休止するという未曽有の状態の中３月２１日、
札幌文化芸術劇場 hitaruと北海道二期会の共同制作オペラ「蝶々夫人」の公演を無事終了
出来たことは、今思えば奇跡に近かった事かもしれない。稽古初日から新型コロナウイルス
感染拡大予防対策に一人ずつ間隔を取り勿論マスク必着。中にはマスク着用で、呼吸困難と
なり具合が悪くなる歌手が出たり、飛沫予防対策に稽古が休止になったりと道中ハラハラし
ながらの稽古状態！だが本番は今迄の苦労をかき消すかのように、見事に素晴らしい舞台を
ご披露する事が出来たのである。カーテンコールには必ず「ブラボー」を叫ぶ私だが今回は
大声抑止で我慢 !! ２０年以上理事長を務めて初めて我慢の沈黙の私であった。
　　 （札幌Ⅱゾンタクラブ理事　北海道二期会理事長　三部安紀子）

 ３月１４日 サッポロ・インターナショナルナイト2名
  （Zクラブ北星女子高等学校 8名参加）

 ３月  ６日 札幌Ⅱ・札幌 IRIS合同国際女性デー記念講演会
  「SDGｓについて」
  合同例会にて松村エリア１ディレクターのクラブ訪問を受ける

　第２部として、松村エリア１ディレクターのクラブ訪問がございました。
　松村様から地区、エリアの状況説明があり、会員からも活発な意見が出され、ダイレクトに地
区と繋がったような意見交換がなされました。コロナ禍で思うような活動が出来ずにおりました
が、触発される有意義な時間の中でゾンシャンである意義を感じた次第です。
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●振り返り
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●活動報告

●福島ゾンタクラブ

●山形ゾンタクラブ

●秋田ゾンタクラブ

・会長名：山　川　多美子　　・会員数：13 名　　　

 ２月１９日 理事会・例会　新型コロナウィルス感染防止の為中止
 3月  ７日 大阪Ⅱゾンタクラブローズデー講演会
  「子ども虐待の見方と支援」　
  オンライン参加
 ３月１９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　　　

 2 月13日 例　会（コロナ感染症防止の為休会）
 2 月18日 理事会
 3月13日 例　会
 3月18日 理事会

 6月3日 例会、第14回定期総会開催　会場＊メトロポリタン山形

　やっと収まりかけていた新型コロナウイルス感染症がまた、増えはじめております。山形
でも増加が止まりません。
　例会会場を今年度は山形県男女共同参画センター・チェリア様をお借りして開いておりま
した。6月の例会、総会より、会場をもとのメトロポリタン山形様に戻して行うことを予定し
ております。皆様と一緒に活動が出来ることを切に願い祈ります。

　去年よりゾンタ活動は自粛。色のない生活。長引くコロナ禍の
生活の中、２月１３日夜のまさかの地震！東日本大震災の恐怖が頭
をよぎりました。幸い数時間の停電で事なきを得ました。（ゾンタ
の皆さんにご心配を頂きありがとうございました）その後の３月
20日の余震。地震とコロナのダブルパンチ。しかし、返って何事
にもしなやかに対処できる力を得た気がしています。この力を今後
のゾンタの活動にかえたいと思います。ワクチン接種が始まり明る
い兆しが見えてきています。早く収束する事を願っています。
　４月から活動再開！　　

　例会は、いつも通り開催しているが、恒例の新年チャリティイベントを中止したので、活動
している実感が無い。
　全国各クラブからのオンラインチャリティやミーティングの案内情報が入っても環境も技術
も整っていないので、参加できない。
　コロナ禍で、キャンペーン実施が難しい。

　1991年から継続してきた秋田ゾンタクラブ賞が今年記念すべき第30回目となり、3
月11日贈呈式を行いました。
　高齢化、コロナ自粛による孤独感、DV被害などの悩みを抱えている人たちの気持
ちに寄り添い心の声を聞くことによってその人の不安を和らげ新たな生きがいにつなが
るよう活動している傾聴ボンティア秋田「ダンボの会」に賞状と副賞を差し上げ、今後
の活躍を奨励いたしました。「ダンボの会」は、会員40名、平成24年から活動しています。

　定例会１月、２月　理事会１月の3回新型コロナ対策のため、会員の健康を考えてお休みに
しておりました。2月の理事会、3月の例会は、２０２１年１月１９日にご逝去されました　高
橋信子会員に黙祷を捧げてから行いました。3月の例会が新しい年を迎えてはじめての例会
となり、会員から新年の抱負をいただき開催いたしました。

26年目のゾンタ桜 地震にも
コロナにも…何事にもめげず
例年より早い開花
残念ながら今年もお花見は
無理のようです！

 3月11日 第 30 回秋田ゾンタクラブ賞贈呈式   10 名出席
  　　傾聴ボランティア秋田「ダンボの会」様に贈呈
　　3月理事会例会開催　①Csw65 事前研修にWeb 参加の報告
  　　　　　②各クラブからのオンラインイベント案内の情報提供
  　　　　　③国際ゾンタ26地区女性技術 (WIT) 奨学金案内　
  　　　　　④これからの活動資金について検討　　など

・会長名：佐　藤　康　子　　・会員数：11名　　　

 2 月14日 ２月理事会例会開催　9名出席
  　①ガバナー通信4号　エリア通信4号の学習　
  　②The Zontian　November　2020　和訳学習
  　③国際ゾンタ26地区会員名簿配布 
  　④CSW６５　第 65回国連女性の地委員会Web会議について説明
  　⑤第 30 回秋田ゾンタクラブ賞贈呈者決定　
  　⑥その他　各クラブからのオンラインイベント案内について情報提供　など


