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～ AD便り～
桜の花びらが舞いうららかな季節となりました。薄桃色が青空に映えるその美しい姿はコロナ禍を忘れさせてくれます。
皆様もそれぞれの地域で桜を愛でながら同じ思いを感じられていることと思います。
さて、第１２回エリア２エリアミーティングまで一か月半となりました。開催にあたり会員の皆様には半日開催等の短縮案
にご了承いただき心から感謝申し上げます。ホストクラブである山梨ZCの浅川会長を中心に準備を着々と進めているとこ
ろです。2021年エリア共通トレーニングテーマは「国際ゾンタを知ろう！～国際ゾンタ４つの奉仕と４つの教育プロジェクト
に切り込む～」、また、エリア２のテーマは「手を差しのべよう すべての子供たちの笑顔のために～地域ではぐくむ生きる
力～」です。国際ゾンタを知り、地区やエリアやクラブやまた個人で、女性や子供の支援について考え、ヒトデプロジェクト
の推進にもつなげていきましょう。
さて、３月は３つのクラブに訪問をさせていただきましたのでここにご紹介いたします。先ず９日に、かながわZC（今村会
長）の例会に出席いたしました。みなとみらい駅ヨコハマからグランドインターコンチネンタルホテルまでの道筋は2018年
の国際大会が思い出され懐かしさでいっぱいでした。美味しいランチをいただきながら楽しいひとときでした。コロナ禍でイ
ベントも難しい折ですが、盲導犬を利用されている方の卓話を予定されているそうです。
翌日の１０日は横浜ZC（阪井会長）の例会に出席いたしました。会場はホテルニューグランド。港の美しい夜景を見ながら、
講師は福島直子会員によるミニセミナー「コロナ禍で顕在化した生きづらさ～横浜市の男女平等参画について」を拝聴し
ました。
さらに１１日には東京ⅡZC（渡辺会長）のZOOM例会に出席いたしました。群馬ZCのSOMクラブでいらっしゃるので緊張と
安堵の思いで臨みました。前日自宅に届いた黄色の薔薇に心もウキウキ！東京Ⅱはローズデーには各自黄色い薔薇を
持って例会に出席なさるとのこと、終始和やかな中、目々澤会員による卓話「医療者における女性の地位の現状」を拝聴
しました。
どのクラブも終始和やかな中、しっかり勉強会を実施なさっていました。学ぶことの多い３日間でした。
心から感謝申し上げます。

東京II ZC

かながわZC

横浜ZC

篠⽥桃紅様を偲んで

謹んでご冥福をお祈りいたします。
東京ⅠZC向井優子会長に追悼文をお願いいたしました。
感謝申し上げます。

篠⽥桃紅様は1956年に渡⽶し⽔墨による抽象絵画が注⽬され、
各地で個展を開催、美術家としての名声を確⽴されて1958年に
帰国後、1961年ゾンタクラブの設⽴に参加されました。作品は
⼤英博物館やメトロポリタン美術館等に所蔵され、皇室がコレク
ターという著名な⽅でしたが、ゾンタにおいては⼀会員として真
摯に活動に取り組まれ、設⽴当時の⾼邁な理想を体現されていま
した。東京Iゾンタクラブのバザーでは、会員出店を96歳まで続け
られました。マイウエイの美を拓かれ優雅で⼤胆、パワーのある
作品を描き続けられた墨象画家107歳のご⽣涯。まさに「墨におぼ
れ墨に⽣きた奇跡の100年」を凛と歩まれた美しい⼥性、私たちの
⽬標であり特別な存在でした。

新⼊会員・退会者

入会者：１名 東京ⅠZC 星野竜子
物故者：１名 東京ⅠZC 篠田桃紅

エリア２会員数

2021/4/1現在 １２クラブ ２０４名

退会者：１名 東京ⅠZC 大城 怜（転居のため）
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エリアミーティングテーマ

「手を差しのべようすべての子供たちの
笑顔のために
〜地域ではぐくむ生きる力〜」
エリア２・１２クラブでは子供支援として様々な取り組みが行われています。これまでも！そしてこれかも！

東京I

横浜

1996年～プランインターナショナルジャパンの子供育
成継続支援。1999年あしなが育英会の高校生に大学
進学支援。2011年50周年記念事業あしなが育英会東
日本大震災被災女子学生に奨学支援など。

児童養護施設の子供たちと一緒に野球観戦を年に一回
実施。コロナ禍のため現在は休止しているが今後はまた
実施の予定。

岐阜
東京II
フォスタープラン1937年戦災孤児の支援で設立、（現在
名称、国際NGOプランインターナショナル）貧困や差別
のない社会の実現のため70ヵ国以上で活動する団体。
東京ⅡZCは１９８７年から約１５年間に渡り海外途上国
の子供の教育として１人から４人まで増やして支援。

ＮＰＯ法人あゆみだした女性と子どもの会に継続的に支
援しています。この会は、すべての女性と子どもの人権
が尊重され、安心安全な自立した生活が可能な社会を
確立するために、ファミリーバイオレンス、ＤＶ，性暴力、
児童虐待など女性と子どもに対する暴力の被害当事者
の生活支援への援助、及び地域への啓発事業を行い、
もって社会全体の利益の増進に向けて活動している団
体です。

かながわ
児童養護施設茅ヶ崎「子供の園」園長の卓話、及び子
供食堂の運営組織「グループ藤」理事長の卓話など。

松本
性教育をテーマとした活動を継続的に行っています。
・2019年3月「性教育って、いつから？」基調講演・
グループディスカッション ・2019年11月「幼児期の性教
育研修会」基調講演と絵本「わたしのはなし」贈呈
・2021年5月「幼年期の性教育の課題」基調講演・
オンラインディスカッション予定。

山梨ゾンタクラブでは設立時より子どもの貧困（経済
的、精神的）に取り組んでおります。具体的には山梨
県子育て支援局、乳児院ひまわり、山梨県里親会き
ずな会、人権サポートくろーばー様とつながり、講師
をお願いしたり、勉強会等を重ね、寄付金贈呈等を
行っております。
・しながわチャイルドライン」への寄付、及び意見交換や
講演会など相互の交流において、子どもの置かれてい
る状況や課題についての認識を共有する。
・女性ネットSaya-Sayaには、食糧、子どもへのおもちゃ
のプレゼントのリクエストに応じる。
・カリヨンこどもセンターへは子どもたちの健康支援とし
て予防接種の費用を寄付。

日程

三重
ヘルプマーク、キープスマイルおよび子ども食堂へ寄附
金を4月に贈呈予定。

「子育ては孤独!」という若いママたちの声から始まった
子育て支援です。まずは顔合わせ。地域に声かけをして
ママと近々ママを集めておしゃべり。メール交換が
はじまり、「何か子どもとやろう！」
駅前県有地にジャガイモ、さつまいも、野菜をうえて収穫。

群馬

東京III

4/20, 5/18, 6/18
4/14, 5/12, 6/9
4/8, 5/20, 6/10
4/16, 5/21, 6/18

安心できる家庭や居場所のない子どもたちを支援して
いる非営利活動法人子どもセンター「パオ」に対して、
２０年にわたり継続して寄付を行い、また「パオ」
（シェルター）に入る子どもたちに生活用品を届ける。

横須賀

山梨

東京I
横浜
東京II
岐阜

名古屋SORA

松本
名古屋SORA
かながわ
横須賀

群馬ゾンタまつりにて、中高の茶道部や美術部に発表の
場を提供してともに支援活動を行った。学生の運営ボラン
ティアを募り、当日の運営を担っていただいた。また、鐘
の鳴る丘児童養護施設への寄付基金贈呈。施設の行事
における運営人的支援を行っている。

4/15,
4/21,
4/13,
4/20,

5/20,
5/19,
5/11,
5/18,

6/17
6/16
6/8
6/15

東京III
群馬
山梨
三重

4/9, 5/7, 6/11
4/6, 5/4, 6/8
4/15, 5/20, 6/17
4/16, 5/21, 6/18

2

クラブ活動報告
クラブ名
東京Ⅰ
№492 / 13名
向井優子会長

活動内容

岐阜
№1078 / 14名
西尾英子会長
松本
№1522 / 43名
山田知里会長

・2月例会にて、心と体を元気にする薬膳料理を食べました。おいしくて健康になれる薬膳料理で免疫力アップ。
ポジティブな活動を目指します。

名古屋SORA
№1531 / 15名
榎本和会長
かながわ
№1598 / 14名
今村令子会長
横須賀
№1665 / 6名
臼田君代会長

・2/17 例会、勉強会「SDGｓ№5について」
・3/7 役員理事会
・3/17 例会、勉強会「～ローズデー～国際女性デーについて」

・2/20 初めてのオンライン例会 ・3/20 例会ローズデーイベント『篠田会員とゾンタ』
国際的に名声を確立された美術家でありながら、クラブにおいては一会員としてゾンタの精神を熱く語り、
60年間誠実に活動されたお写真を映写し、献花してそのご功績を偲びました。
・2/10 午後8時よりズーム例会出席者8名ズーム会議に初参加の会員の近況報告。
横浜
№594 / 19名
ローズデーについて。クリスマスファミリーコンサートパーティの会計報告。反省会。おおむね好評。
阪井サヤカ会長 ・3/10 午後6時より、飯島ADを迎えての例会、ローズデー卓話、コロナ禍に求められる女性支援～横浜の政策
からというテーマで福島会員が行政の立場から話す。飯島ADからエリアミーティングの説明、案内。その他。
・YWPA推薦応募者書類を提出。 ・2月例会にて恵泉女学園大学GZクラブ学長賞受賞対象の奉仕活動DVD鑑賞。
東京Ⅱ
№1071 / 23名 ・3月ZOOM例会にエリア２AD飯島百合様クラブ訪問され、ローズデーに寄せて会員それぞれ黄色の薔薇を飾る
渡辺碩子会長
と共に「医療者における女性の地位の現状」を会員で医師の卓話を行う。例会の写真が国際本部のホーム
ぺージに「東京Ⅱゾンタクラブがローズデーを記念してオンライン例会を開催」で掲載される。
・寄附金贈呈で公益財団法人日本補助犬協会訓練センター訪問。
・大阪ⅡZCローズデーのイベント（オンライン）２名参加。
・２月、３月の理事会・例会では今後の奉仕支援先の方向性でアンケートを実施、検討中。
・CSW６５th国連女性の地位委員会バーチャル フォーラム参加予定数名。

東京Ⅲ
№1677 / 9名
片桐典子会長

群馬
№1890 /5名
片岡仁美会長
山梨
№1939 / 15名
浅川利恵子会長
三重
№1971 / 28名
丸山淳子会長

・2/4、3/4 理事会
・2/11、3/7 フラワーデモin松本参加 ・2/12 修学支援金授与式（於 松本大学）
・2/18 例会・会員卓話 多田初美会員「むかしのルーツで生きる私」
・3/7 国連「国際女性デー」オンラインチャリティー・トークイベント参加、大阪ⅡZCクラブイベント（オンライン）参加
・3/10 JAWW CSW65 直前勉強会（オンライン）参加 ・3/11 東京ⅢZC設立20周年記念企画（オンライン）参加
・3/18 例会・会員勉強会「コロナ禍における女性と女児の問題について」講師：竹内はるか氏
・3/25 信州岩波講座/まつもと実行委員会（第6回）
・3/28 役員理事会

・2/9 コロナ禍により通信例会
・3/9 理事会・例会開催 エリア2AD 飯島様ご出席
・2/16 移動例会（田浦梅林）ガバナー通信、エリア通信、UN Womenオンラインイベントの案内
・2/24 国際ゾンタHEAR HER STORY Tiaji Maynell Sio
・3/7 UN Women 国際女性デーオンラインチャリティトークイベント「世界の女性と少女はいま」田中由美子UN
Women理事、「難民キャンプから未来への希望を育む～ロヒンギャ難民キャンプ女性支援の現場から～」
石川祥子UN Womenバングラデシュ事務所長
・3/7 ZOOM大阪Ⅱゾンタクラブ「子ども虐待の見方と支援」山縣文治関西大学人間健康学部教授、塚本真代氏
大阪市子ども相談センター相談支援担当、当事者みき氏
・3/14 子育て支援 じゃがいもの植え付け（駅前県有地）
・3/16 例会（エリアミーティング、４月イベントのメニュー決定、寄付）福祉会館
・3/18 フードドライブ箱詰め作業（子ども応援大作戦Ⅱ、貧困家庭への食料品配布）
・2/5 理事例会、8日 ローズデーZoom卓話の登壇者ピッコラーレさんと打ち合わせ
・2/22 しながわチャイルドライン主催 講演（Zoom）「コロナ後の子どもたちに必要な事」に2名参加
大谷美紀子氏：弁護士（国際人権法）国連子どもの権利委員会委員 ・3/5 理事例会
・3/7 大阪ⅡZC主催 ローズデー講演 「子ども虐待の見方と支援」Zoomに2名参加
・3/11 設立20周年記念企画Vol.3 「コロナ禍で漂流する若き女性達の孤立・苦悩・その背景にあるもの
～葛藤する妊婦達に寄り添う～」
・オンライン例会 ・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
・Mサポzoom交流会参加
・2/9, 25, 3/2 ADとオンライン会議
・3/7 大阪Ⅱゾンタクラブイベント「子供の虐待の味方と支援」オンライン参加
・2/10 役員会
・2/18 例会於：online ・2/24 役員会
・3/11 例会
・2/19 例会＆第16回研修会（講師）三重県議会議員 山本佐知子先生
（テーマ）『現行政における政治家山本佐知子の取組み』社会の中での女性としての不自由さを、当たり前の
ように受け止めてしまいがちであったことに気づかせていただくと共に、過去にとらわれず、現状の問題をいか
に解決して未来へ繋げていくかが、今の私たちがしなければならないことだと仰る山本県議の言葉に強く共感し、
女性の視点を中心として地域社会のために働く三重ゾンタクラブの設立趣旨でもあり、少し遠くに
感じてしまいがちだった県政を、改めて身近なものだと感じることができました。 ・3/19 例会
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クラブ名

イベント

東京Ⅰ

・5月点字図書館・いのちの電話に助成金贈呈訪問

横浜

・エリアミーティングの参加

東京Ⅱ

・４月ZOOM例会「エリアミーテイングに関しての卓話」の題で予定。

岐阜

・5/25 チャリティコンサート チャリティーの夕べ 岐阜グランドホテル ロイヤルシアター 受付17：00
チャリティーの夕べ / 17：45 ディナー＆ショータイム / 18：00～20：15 G・Dream レディースオーケストラ・
ヴァイオリンアンサンブル（合計10名） 充分な新型コロナウイルス感染予防処置をして開催。クラシックだけ
に限らず、ポピュラーから日本の民謡まで、ジャンルにとらわれない独自の演奏、自然や心の安らぎをイメー
ジしたコスチュームで女性ならではの柔らかさと強さで魅せる音楽を響かせます。一人ひとりのテクニックの
素晴らしさは勿論のこと、その音楽センスに感動とドラマを感じることができると思います。一昨年、スイス・
ジュネーブ（ヴィクトリアホール）にて演奏し、新国立劇場オペラハウスにて、オペラピットオーケストラとしても
活動の場を広げている。参加費17，000円。

松本

・4/11、5/11、6/11 フラワーデモin松本 ・4/15 会員卓話 ・4/22、5/27 信州岩波講座/まつもと実行委員会
・6/13 信州岩波講座/まつもと2021・20周年記念「世界の構造変化と日本の進路」講師：寺島実郎氏
・5/15 エリア２エリアミーティング(山梨)
・5/16 「幼年期の性教育の課題を考える」
婦人科医 竹内はるか氏講演およびオンラインディスカッション(ローズイベント)
＜お知らせ＞ 2020年はコロナウイルス感染症の影響で中止となった「信州岩波講座/まつもと」ですが、20
周年記念として、また、6/13に日本総合研究所所長の寺島実郎氏をお迎えし、「世界の構造変化と日本の進
路」をテーマに講演していただきます。5/16絵本「わたしのはなし」活用状況を踏まえ、「幼年期の性教育の
課題を考える」をテーマに婦人科医 竹内はるか氏の講演およびオンラインディスカッションを行います（ロー
ズデーイベントとして）。

名古屋
SORA

・5/15 エリア2エリアミーティング

かながわ

・4/13開催予定の盲導犬利用者による卓話は延期とした。

横須賀

・4/18 料理講習会「春野菜をたっぷり」2/28から延期になっていましたローズデーイベントの仕切り直し。
・5/15 エリア２エリアミーティング

東京Ⅲ

・エリア2AD飯島百合様のクラブ訪問 4月9日・5月7日 カリヨン子どもセンターの年次報告

群馬

・5/15 エリア2エリアミーティング ・オンライン卓話会を6月に開催予定

山梨

・5/15 エリア2エリアミーティング

三重

・4/18 4月の例会は、大きな会場を借りて、久々にクラブ員全員で対面開催を予定
・オンライン物品販売：4/1～5/31 第２弾 『コロナに負けない！元気で過ごそうセット』 １袋7,000円
第１弾では、沢山のご注文を賜り、本当にありがとうございました。リニューアル第２弾のご注文を
開始いたします！改めてご案内いたします。

東京I：
ローズデーイベント
篠田会員とゾンタ

・6月例会

東京Ⅲ：卓話
山梨：子供支援ボランティア

横須賀：
子育て支援
ジャガイモの
植え付け

東京II：例会ローズデー

松本：修学支援金授与式

三重：第16回研修会（卓話）
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