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坪庭の栄養失調の桜の木に咲き誇る満開の花が、この雨で散らないかばかりが気になってガバナー通信に身が

入らない 3月 31日の夜です。例年こんなに咲かないのに今年は何故か満開であることが不思議です。しかし、

会社年度末とガバナー通信が重なるのはさすがにキツイです。一重に日頃の怠慢が原因なのだが、その都度いく

ら反省しても性分だから直らないのです。 

 

「性分が直らない」男性が、2月初めに日本のみならず世界にデビューしてしまい

ました。Gender equalityを掲げるゾンタにとって大問題であり、国際社会に

日本が、国際ゾンタに 26地区が「ジェンダー後進国」を晒した何ものでもありま

せんでした。パソコンのアップデートは数秒で済むが、人の価値観や

Unconscious Bias（無意識の偏見）のアップデートはなかなか出来ない（上記

男性に於いては不可能に近い）ものであります。長年放置した着物のシミがどん

な技術を持っても取れないのに似ています。一連のＴV報道を見ながら、今更ながら教

育の大切さを実感しました。特に (これから生まれ)成長していく過程の若者にこそ教

育は最も重要であると身に沁みました。 

 

しかし、今私はミャンマーでの信じがたい現実報道に、それら全てが吹っ飛びそうな心

境でもあります。気がかりな桜もジェンダー問題もやるせない中、遠くミャンマー国に更

なる怒りと悲しみと無力さもって悶々としながらガバナー通信を書いています。 

 

 

 

 

種々報告と確認です。 

●2/5に上記「森発言」に関する抗議文を出しました。国際理事、地区理事会承認の元、菅総理、本人、プレス各

社（35件）、東京オリンピック窓口に送りました。後日毎日新聞社会記者 T氏からのみ連絡が有り、このような

抗議文は他団体、多方面からも沢山届けられたそうで、国際ゾンタ 26地区の文面は要領を得て過不足無しと

評価いただき、いつか「ゾンタ」を書くことを頭に留めておくと言われました。（本当だろうか？） 私は、（自己に

反して）かなりキツク批判を書いたつもりですが、他は想像を絶する表現のものが多くあったそうです。とりあえ

ず今回は抗議表明をした団体の一つに名を残したに過ぎなかったということなのかもしれません。 
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●2/7に上記抗議文を英訳（自作）して、シャロン国際会長、アリソン Executive Director等国際ゾンタ要人

に送りました。2/10に国際会長から「よくやった、それはゾンタで最も大切な行動である。」とねぎらいをいただ

き、国際理事会では専務理事からこの報告がなされていたことを木下国際理事から伝えられました。 

 

●3月 1日に東京Ⅰ篠田桃紅チャーター会員がご逝去されました。彼女の偉大な人生は沢山国内外で語られ、

26地区にもたくさん届けられています。ゆっくりじっくり噛みしめてご覧いただきたいと思います。⇒向井ヒス

トリアン「委員長便り」をご覧ください。 

●3月 16日に国際会長が篠田桃紅会員の逝去を悼んで女性財団に寄付をして下さいました。A donation in 

memory of Toko Shinoda was made to Zonta Foundation for Women by Sharon 

Langenbeck.  「Dear Director Akiko and Governor Noriko, My sincere condolences to 

you and the D26 Zontians in the passing of Toko Shinoda. She was a talented artist 

who followed her heart in pursuing her dreams. She will be remembered. Warmly, 

Sharon.」  即日、木下国際理事は流暢な英語で、ガバナーはそれなりの英語でお礼を申し上げました。 

●26 地区指名委員会（安田多賀子指名委員長）が動き出しました。もう 2022-2024 年度の候補者を見出す

季節です。積極的に指名、自薦、他薦ください。特に「役職の必要条件一覧表」をよくご覧になって正しく応募下

さるようお願い致します。（2022-2024がコロナで振り回されない年度であることを願って止みません。） 

●新クラブ「東京 Grace」に 2月 20日、国際から「承認」メールが届けられました。The new club, Tokyo 

Grace, had been approved!!です。4月初めに名簿提出、会費納入が行われ、後は認証クラブ番号を待つ

だけになります。17 名で出発です。イベント中止、会員退会に歯止めが利かないこの時期に、奇跡ともいえる一

筋の「光」です。ＳOMかながわ zcは勿論のこと、特に全ての縁の下の力持ちで動いてくださった前エリア 2AD

矢﨑さんに心より感謝です。 

●Classification number を廃止する方向に国際は動いているようです。東京Graceの申請時にそのこと

を木下国際理事により知らされました。分類表がすべてを網羅している訳ではないというのがその理由だそう

ですが、国際から正式発表もされていませんし、それにはバイローズの変更も伴いますので国際大会を待たなけ

ればいけないのかもしれませんので、詳しくは不明ですが、今現在言えることは、Classification number を

記入しなくても新入会員の登録ができるということです。お覚え置き下さい。 

●奨学金関係。 納富 YWPA 委員長の元、今年度の YWPA 募集が締切られ、4 名の候補者が上がりました。も

っか地区理事会で選考中です。／前年度 YＷＰＡ受賞者後藤早苗さんの地区賞贈呈式は仙台Ⅰクラブによって

二度予定されましたが、いずれも開催実現叶わず、仙台Ⅰから賞状を受賞者に渡して頂きます。／一方、ＪＭＫの

贈呈式は 3/17に行うことが出来ました。SEN姫路 http://zonta-senhimeji.com/ の例会報告をご覧く

ださい。⇒松本 JMK 委員長「委員長便り」もご覧ください。／内藤 WIT 委員長より今年度の募集要項が発表さ

れました。26 地区今期のプロジェクト「全ての奨学金に応募する」に向けて該当者発掘に全クラブの協力をお願

い致します。⇒内藤WIT委員長「委員長便り」をご覧ください。 

●創立周年関係です。名古屋 sora25周年、沖縄 30周年の Congratulationsが国際から届きました。沖縄

ｚｃは3/20に会員と沖縄在住のゲストのみでミニ30周年パーティをハーバービューホテルで挙行されました。

そして 4/4 は幾度も練り直し、縮小への変更を余儀なくされた高松ｚｃの 30 周年パーティーが JR ホテルクレ
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メント高松で行われます。 

●ローズディ 3/8 には国際からも 26 地区からも沢山のメッセージが届きました。その中で、Ｄ25 ガバナー

Errickから届けられたものが印象的でした。彼は 32地区の中で唯一の男性ガバナーであり、女性を「美しい神

の創造物！この天使は片手で揺りかごを振り、もう片方の手で地球を振ります。偉大な人々が最初に教えを受け

たのも女性(母親)です。」と。だから、「女性に敬意を払い、国際女性デーを熱心に祝う」と。長いメッセージでし

た。原文にご興味があればガバナー（or 書記）までご連絡下さい。 

 

●2020-2022国際ゾンタリーフレット、2020-2022国際ゾンタ 26地区リーフレット完成しました。データ

を各クラブに届けますので、各クラブで印刷して下さるも良し、両面カラー印刷したものを格安でお分けする用

意もありますので（近々案内配信予定）ご選択ください。冊子「Welcome to Zonta 」に挟んでお使い(流布)

頂けると幸いです。詳しくは 4月早々に案内致します。 

 

●ゾンタカレンダー 

①2021エリアミーティング！！！始まります！！ 

・5/9  エリア 4（北九州）   10：30～16：25  リーガロイヤルホテル小倉 

・5/15 エリア 2（山梨）    12：00～16：10  ハイランドリゾートホテル＆スパ 

・5/22 エリア 3（奈良万葉） 10：30～16：30  橿原神宮会館 

・5/29 エリア 1（仙台Ⅰ）   10：30～16：30  仙台国際ホテル 

②アジア地区間会議（台湾）は中止！！ 

③2021.10.14-16 国際ゾンタ26地区大会（大津）  

④2022.6.24-29  国際ゾンタ世界大会（Hamburg, Germany）   

⑤2024の国際ゾンタ世界大会は、オーストラリア,ブリスベンにて開催決定！！ 

 

●オンライン「ＣSW」も終わり、わが Lt.G浅野万里子ＪAWW代表が大活躍でした。その他、国際からも地区から

も、New ZI Service Tool、A Heartwarming Story 、ニュースレター、Will you add your voice? 

等々、色々届いていると思います。国際翻訳委員の和訳と合わせてじっくりお読み下さい。詳しくは、ここでは割

愛いたします。ただ一つだけ次の「Zonta Education Program Surveｙ」を見落とさないでください。 

 

●Zonta Education Program Survey（教育プログラム調査）が 3月 17日にすべてのクラブに国際から

電子メールで送信されているはずです。その調査への回答をそれぞれのクラブはぜひ行ってください。26地区

の回答率が極めて低い（4クラブしか届いてない）と国際からガバナーに本日忠告が届きました。見失っておら

れる会長は下記にて対応ください。宜しく！！  Here is the link to the survey again: 

 https://survey.alchemer.com/s3/6230338/Zonta-Education-Programs-Survey.  

 

●コロナの上にまた地震。神のいたずらにも程がありますが、皆さま、くれぐれもお身体を大切にして下さい。エ

リアミーティング、決してご無理のないように。でも可能な限りぜひ宜しくお願い致します。お会いできるのをと

ても楽しみにしております。 

 

2020-2020 26地区ガバナー 岡澤則子 
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国 際 の 窓 
－大坂なおみさん、もしかしてゾンシャン？－ 

 

 

皆様お元気にお過ごしでしょうか。 

 

最近は理事会のみならず、地区大会準備会議やその他の会議で、午前零時、午前２時、午前４時、午前５時、

午後６時(信じられない程まともな時間)など、まるで国際線の客室乗務員張りに時差と戦っています。 

どれ一つとってもゾンタの活動を決定する大切なものですから、精一杯頑張っています！ 

 

 

今回はちょっと軽いお話で。 

先日テニスのオーストラリアオープンで大坂なおみ選手が優勝されました。 

理事の一人が「日本人のあの素晴らしいテニスプレーヤーのなおみがＺのネック

レスをしてるけど、彼女はゾンシャンなの？」と聞いてきました。 

「えー！調べてみます！」 写真を見ると確かにＺのネックレスをつけているでは

ありませんか。 

 

さて、どうやって連絡を取るべきか、、、。彼女のプロダクションに連絡を取って  みようかと準備をしていた

ら、友人が「ルイヴィトンじゃない？彼女はアンバサダーだから。」と、いとも簡単に 

おっしゃるのです。「どう見てもＺにしか見えないけど、、、」 

半信半疑でルイヴィトンで確認してみました。ありました！！！ 

ＬとＶを組み合わせてＺに見えるデザイン。文字の部分がダイヤモンドで！ 

それは素敵なネックレス！ 

 

盛り上がっていた理事会メンバーに「すみません、彼女はゾンシャンではありませんでした。 

あれはスポンサーのルイヴィトンのネックレスだったのです。」 

「なーんだ。そうだったのね、、、。」 

 

いつか大坂なおみさんがゾンシャンになってくださる日が来ますように。 

 

国際ゾンタおよび国際ゾンタ財団理事 木下彰子 
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委 員 長 便 り 

 

◇日本のゾンタ創立会員 篠田桃紅様ご逝去 

国際的に著名な墨象作家である篠田桃紅様が、3月 1日 107歳の生涯を閉じられました。 

60年前、47歳の時に東京ゾンタクラブ創立メンバーになられて以来、ゾンタに対する熱い想いを胸に、 

優雅で凛とした姿勢、時代に捉われない清新な思考でゾンタ精神を体現されていた現役最高齢・最後の 

チャーター会員のご冥福をお祈りいたします。  

ヒストリアン 向井優子 

 

◇2月 28日 Ｚ＆ＧＺクラブに東京Ⅲゾンタクラブ 20周年記念シリーズ vol.3 ローズデイ企画 ＺＯＯＭ卓

話の案内をしました。 

3月 2日 国際 Z&GZクラブ委員長よりメール（ファイルを５つ添付）を受け取りました。 

ファイルは Ｚ＆ＧＺクラブについてのマニュアル、新クラブの名前の付け方、認証要請書様式、学生さんへ

のGZクラブの作り方、Ｚ＆ＧＺクラブの説明（パワーポイント）でした。  

Ｚ＆ＧＺクラブ委員長 真鍋芳美 

 

◇国際ゾンタの会員獲得キャンペーンAdd your voice（声を上げよう グローバル会員キャンペーン）が 

始まりました！3月 18日前後に、クラブ配信された日本語訳はお読みいただけたでしょうか？ 

今日から 5月 31日までの 2か月間に、国際のサイトにてオンラインで手続きがされた入会/復帰会員は、

来年 5月 31日までの会員として登録され、そのやり方で複数名の会員を増やしたクラブは表彰されます。 

会員継続か退会かを確認する、悲喜交々の時期に差し掛かっていますが、各クラブの「ソコヂカラ」を期待し

ます。 

副ガバナー/会員委員長 浅野万里子 

 

◇昨年 11月 29日、『ZONTA SAYS NOキャンペーン週間』にリモートディスカッションを開催し、その内容

をエリアごとにまとめて配信。クラブによっては活動の参考に有効利用しているとの報告もありました。 

アドボカシー委員長 神田加津代 

 

◇WIT 奨学金は、やっと募集要項が発表されました。２月末に、情報技術大学院大学に郵送し、３月９日に、

ZONTA役員に郵送しました。ご推挙お願い致します。 

WIT奨学金委員長 内藤惠子 

 

◇JMK 奨学金地区賞に、世界中の女児が豊かな生活ができるようフェアトレードとエシカル消費について研

究しておられる関西外国語大学 4 回生(受賞時)福山佑佳さんが決まりました。推薦クラブの SEN 姫路ゾ

ンタクラブにて、3/17岡澤ガバナー同席のもと表彰式が行われました。JMKの表彰式のお写真は SEN姫

路さんのホームページに載せていただいております。 SEN 姫路ゾンタクラブ｜2021 年 3 月例会、ジェー

ン・M・クローズマン奨学金表彰式 (zonta-senhimeji.com) 

          JMK奨学金委員長 松本美智子 
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リーフレット 2種完成しましたよ。 

もうすぐあなたのお手元に‼ 

 

◇5 月のエリアミーティングで、女性も男性と同じように何事にも挑戦して欲しいと願って活動した、アメリア・

イアハートについてお話させていただきます。 

アメリア・イアハート奨学金委員長 一澤恵美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編 集 後 記 
 

・「木を見て森を見ず」なら知ってはいるが、「オリンピックを見て森を見ない」訳にも、 

「ジェンダー平等を論じて森を論じない」訳にもいかない。 
 

・Ladies and gentlemen!! は何処へ消える？ Disneyは Hello everyone!! に、 

JALは Attention all passengers に変わるそうである。 
 

・森さんに聞きたい！歳いけば女は女で無くなるのか？（じゃぁ、ゾンタに何人の女性が居ることに 

なるんだぁ？） 

 

・あぁ、こんな時こそ、篠田桃紅会員のコメントを聞きたかった。 合掌！！ 
 

G                                                                                             

 
※Ｇ=「ガバナー岡澤」であり、「ご機嫌よう」でも「ゴキブリ」でも「後藤書記」でもありません。今までもこれからも。念の為あえて。 

色々なこと（寄付💛💛のお願い） 

Ⅱ） ２６地区ヒトデプロジェクトへの寄付 

 

 

★寄付金★    630,000 円  (3/31現在)    

（2021.3.25～）    クラブ寄付: 200,000円 

                     個人 寄付: 430,000円 

 

 

【口座】 八十二銀行 本店営業部 普通 1252683 

国際ゾンタ 26地区会計 笠原芳子 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

口数不問です。地区書記後藤までお名前・金額をお知らせの上、

お振込み下さい。    第 1次 2021.5.31まで。 

d26secretry@zonta-d26．ｊｐ 

Ⅰ） 国際ゾンタ役員・理事への 26地区支援基金 

（詳細はガバナー通信第 3号をご覧ください） 

 

★支援金★     255.5 口   511,000 円     

（2020.10.28～2021.3.31現在） 

 

 
【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。 

d26secretry@zonta-d26．ｊｐ 

 


