
ごあいさつ
　紫陽花の花が咲き、６月の雨が新緑に降り注ぐ季節になりました。
　皆様こんにちは。お元気にお過ごしでしょうか？ 去年からの新型コロナウイルスの感染拡大は、
まだまだ厳しい状況が続いています。５月に行われる予定のエリアミーティングも、対面がかな
わず、止む無く中止となりました。エリア１のホストクラブ仙台Ⅰゾンタクラブは、昨年から粛々としっ
かりとしたエリアミーティングの準備を進めてくださいました。エリア１のテーマは「子供に輝く未
来を」です。コロナ禍における子供達への影響を知りどう支援していけるかについての学びの場
が、エリア１のエリアミーティングでした。それに伴い、基調講演は「子ども の貧困」をテーマにし、
ワークショップを行うという企画でした。仙台Ⅰゾンタクラブの皆様によるご提案でした。松村も
深く賛同しコーデネーターを担当させて頂く予定でした。
　仙台の皆様は５月の新緑と美味しい食事も準備し、参加する皆様にひと時の癒しのおもてなし
を企画して、皆様のご参加をお待ちしていました。才田いずみ会長始め仙台Ⅰゾンタクラブの皆様、
ご参加予定の皆様には、大変申し訳なく思っております。
　今後は、この経験を活かして、奉仕活動についての新しいありかた、学びの場を企画立案し、

積極的に実施していきたいと思います。リモート会議
等での話し合い、交流を皆様と深めていきたいと考
えます。
　弱い立場の方々への支援、地道に奉仕活動をして
いる組織への支援等様々な情報をエリア１としてシェ
アしながら、新しい未来に適応していきましょう。
　対面でのエリアミーティング中止にあたりまして、
第１２回エリアミーティングの活動報告と各エリアの動
画配信を致します。エリア１では、講演者の東京都立
大学教授の 阿部彩氏がご多忙につき、動画配信はエ
リア１は、松村のメッセージのみになりました。他の
エリアの動画配信は約1時間です。活動報告と動画
配信が整いましたら皆様にご連絡させて頂きます。
　これからの、国際感覚豊かな奉仕活動の在り方の
新しいスタイルについて、模索、研修を重ね私達は
子ども達や、弱い立場の方々に寄り添い、前向きに
奉仕活動を行いたいと思います。
　皆様、どうぞよろしくお願い致します。
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新入会員のお知らせ
●いらっしゃいません。
　　　　　　　　　　　　　 　　　　退会会員のお知らせ
●所属クラブ：秋田ゾンタクラブ ●退会日： 2021年4月30日 ●会員氏名：開 發 浅 江様
●所属クラブ：福島ゾンタクラブ ●退会日： 2021年5月 5日 ●会員氏名：齋 藤 くみ子様
●所属クラブ：盛岡ゾンタクラブ ●退会日： 2021年5月31日 ●会員氏名： 那須和佳子様
●所属クラブ：札幌ＩＲＩＳゾンタクラブ●退会日： 2021年5月31日 ●会員氏名：松 並 順 子様

エリア通信エリア通信

国際ゾンタ26地区　エリア１
第12回エリアミーティング　プログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　 日時：2021年5月29日(土)10：30～16：30 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    場所：仙台国際ホテル2F　平成の間

～　子ども達に輝く未来を　～

9：50～10：30　　登録受付
10：30～10：45　　開会式　　　　　　　　　　　　　　司会仙台!ゾンタクラブ佐久間　青　星

　　　　　　　　　　   点　　鐘
　　　　　　　　　　   物故会員へ黙祷
　　　　　　　　　　   開会挨拶　　　　　　　　　　エリア1エリアディレクター　松　村　昌　子
　　　　　　　　　　   ご来賓挨拶　　　　　　　　　26地区ガバナー　　岡　澤　則　子様
              　　　   　　ご来賓および役員紹介

10：45～11：00　　ビジネスセッション  
出席者数報告、資料確認、

　　　　　　　　　　　  エリア１エリア費収支中間報告

11：00～12：30　　ワークショップ　1　　2021エリア共通トレーニングテーマ
     「国際ゾンタを知ろう！！」　　　　　

国際理事　　　　木　下　彰　子様
国際奉仕委員　　豊　田　由起子様
国際翻訳委員　　関　　　紀美子様・矢　崎　和喜子様　

　　　　　　　　　 「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」

　　　　　　　　　　　　　　26地区奉仕委員長　　        羽　籐   成　代様
　　　　　　　　　　　　　　26地区ｱﾒﾘｱｲｱﾊｰﾄ奨学金委員長　一　澤   恵　美様
　　　　　　　　　　　　　　26地区JMK奨学金委員長　　　松　本　美智子様
　　　　　　　　　　　　　　26地区WIT奨学金委員長　　　   内　藤　惠　子様
　　　　　　　　　　　　　　26地区YWPA奨学金委員長　　　納　富   輝　子様

12：45～14：00　　昼食・懇親会　

　　　　　　　　　　　　挨　　　拶　　　　　　　　　仙台!ゾンタクラブ会長　才　田　いずみ
　　　　　　　　　　　　会食・余興
　　　　　　　　　　　　地区大会のご案内　　　　　　　　　　　　　　　大津ゾンタクラブ
　　　　　　　　　　　　次期エリアミーティング開催クラブよりご案内　　函館ゾンタクラブ
　　　　　　　　　　　　地区委員長よりの連絡
　　　　　　　　　　　　　　26地区指名委員長　　　　　　　　　　　　安　田　多賀子様

14：10～　　　　　　ワークショップ　2 
　　　　　　　　　　　　「子どもの貧困」
14：10～15：00　　　　　　　基調講演　東京都立大学教授　　阿　部　　　彩氏  
　　　　　　　　　　　　コーヒーサービス
15：10～16：10 　　パネルディスカッション　　　
   　　コーディネーター　松村エリア1エリアディレクター
16：15 　　　　　　　講　　評　　　　　　　　　　　　　26地区ガバナー　岡　澤　則　子様
16：25 　　　　　　　閉会挨拶　　　　仙台!ゾンタクラブ副会長・A.M.実行委員　神　部　眞理子
　　　　　　　　　　　　※プログラムは変更になる場合があります。

国際ゾンタ26地区　エリア１
第12回エリアミーティング　プログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　 日時：2021年5月29日(土)10：30～16：30 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    場所：仙台国際ホテル2F　平成の間

～　子ども達に輝く未来を　～

9：50～10：30　　登録受付
10：30～10：45　　開会式　　　　　　　　　　　　　　司会仙台!ゾンタクラブ佐久間　青　星

　　　　　　　　　　   点　　鐘
　　　　　　　　　　   物故会員へ黙祷
　　　　　　　　　　   開会挨拶　　　　　　　　　　エリア1エリアディレクター　松　村　昌　子
　　　　　　　　　　   ご来賓挨拶　　　　　　　　　26地区ガバナー　　岡　澤　則　子様
              　　　   　　ご来賓および役員紹介

10：45～11：00　　ビジネスセッション  
出席者数報告、資料確認、

　　　　　　　　　　　  エリア１エリア費収支中間報告

11：00～12：30　　ワークショップ　1　　2021エリア共通トレーニングテーマ
     「国際ゾンタを知ろう！！」　　　　　

国際理事　　　　木　下　彰　子様
国際奉仕委員　　豊　田　由起子様
国際翻訳委員　　関　　　紀美子様・矢　崎　和喜子様　

　　　　　　　　　 「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」

　　　　　　　　　　　　　　26地区奉仕委員長　　        羽　籐   成　代様
　　　　　　　　　　　　　　26地区ｱﾒﾘｱｲｱﾊｰﾄ奨学金委員長　一　澤   恵　美様
　　　　　　　　　　　　　　26地区JMK奨学金委員長　　　松　本　美智子様
　　　　　　　　　　　　　　26地区WIT奨学金委員長　　　   内　藤　惠　子様
　　　　　　　　　　　　　　26地区YWPA奨学金委員長　　　納　富   輝　子様

12：45～14：00　　昼食・懇親会　

　　　　　　　　　　　　挨　　　拶　　　　　　　　　仙台!ゾンタクラブ会長　才　田　いずみ
　　　　　　　　　　　　会食・余興
　　　　　　　　　　　　地区大会のご案内　　　　　　　　　　　　　　　大津ゾンタクラブ
　　　　　　　　　　　　次期エリアミーティング開催クラブよりご案内　　函館ゾンタクラブ
　　　　　　　　　　　　地区委員長よりの連絡
　　　　　　　　　　　　　　26地区指名委員長　　　　　　　　　　　　安　田　多賀子様

14：10～　　　　　　ワークショップ　2 
　　　　　　　　　　　　「子どもの貧困」
14：10～15：00　　　　　　　基調講演　東京都立大学教授　　阿　部　　　彩氏  
　　　　　　　　　　　　コーヒーサービス
15：10～16：10 　　パネルディスカッション　　　
   　　コーディネーター　松村エリア1エリアディレクター
16：15 　　　　　　　講　　評　　　　　　　　　　　　　26地区ガバナー　岡　澤　則　子様
16：25 　　　　　　　閉会挨拶　　　　仙台!ゾンタクラブ副会長・A.M.実行委員　神　部　眞理子
　　　　　　　　　　　　※プログラムは変更になる場合があります。

国際ゾンタ26地区　エリア１
第12回エリアミーティング　プログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　 日時：2021年5月29日(土)10：30～16：30 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    場所：仙台国際ホテル2F　平成の間

～　子ども達に輝く未来を　～

9：50～10：30　　登録受付
10：30～10：45　　開会式　　　　　　　　　　　　　　司会仙台!ゾンタクラブ佐久間　青　星

　　　　　　　　　　   点　　鐘
　　　　　　　　　　   物故会員へ黙祷
　　　　　　　　　　   開会挨拶　　　　　　　　　　エリア1エリアディレクター　松　村　昌　子
　　　　　　　　　　   ご来賓挨拶　　　　　　　　　26地区ガバナー　　岡　澤　則　子様
              　　　   　　ご来賓および役員紹介

10：45～11：00　　ビジネスセッション  
出席者数報告、資料確認、

　　　　　　　　　　　  エリア１エリア費収支中間報告

11：00～12：30　　ワークショップ　1　　2021エリア共通トレーニングテーマ
     「国際ゾンタを知ろう！！」　　　　　

国際理事　　　　木　下　彰　子様
国際奉仕委員　　豊　田　由起子様
国際翻訳委員　　関　　　紀美子様・矢　崎　和喜子様　

　　　　　　　　　 「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」

　　　　　　　　　　　　　　26地区奉仕委員長　　        羽　籐   成　代様
　　　　　　　　　　　　　　26地区ｱﾒﾘｱｲｱﾊｰﾄ奨学金委員長　一　澤   恵　美様
　　　　　　　　　　　　　　26地区JMK奨学金委員長　　　松　本　美智子様
　　　　　　　　　　　　　　26地区WIT奨学金委員長　　　   内　藤　惠　子様
　　　　　　　　　　　　　　26地区YWPA奨学金委員長　　　納　富   輝　子様

12：45～14：00　　昼食・懇親会　

　　　　　　　　　　　　挨　　　拶　　　　　　　　　仙台!ゾンタクラブ会長　才　田　いずみ
　　　　　　　　　　　　会食・余興
　　　　　　　　　　　　地区大会のご案内　　　　　　　　　　　　　　　大津ゾンタクラブ
　　　　　　　　　　　　次期エリアミーティング開催クラブよりご案内　　函館ゾンタクラブ
　　　　　　　　　　　　地区委員長よりの連絡
　　　　　　　　　　　　　　26地区指名委員長　　　　　　　　　　　　安　田　多賀子様

14：10～　　　　　　ワークショップ　2 
　　　　　　　　　　　　「子どもの貧困」
14：10～15：00　　　　　　　基調講演　東京都立大学教授　　阿　部　　　彩氏  
　　　　　　　　　　　　コーヒーサービス
15：10～16：10 　　パネルディスカッション　　　
   　　コーディネーター　松村エリア1エリアディレクター
16：15 　　　　　　　講　　評　　　　　　　　　　　　　26地区ガバナー　岡　澤　則　子様
16：25 　　　　　　　閉会挨拶　　　　仙台!ゾンタクラブ副会長・A.M.実行委員　神　部　眞理子
　　　　　　　　　　　　※プログラムは変更になる場合があります。

エリアミーティングプログラム



●活動報告

●活動報告

●活動報告

●活動報告

●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

●仙台Ⅰゾンタクラブ

・会長名：竹　村　弘　子　　・会員数：20名　　　

 4月 7日 理事会：エリアミーティング参加案内及び2022 年エリアミーティング開催に 
 ついて討議。
 盲導犬協会へのタオル寄贈に関して、老健施設に変更。

 4月21日 例会：次年度会長挨拶と新委員会構成発表。（30 分） 
5月 5日　 理事会：竹村会長に2年間の感謝。次期会長より次年度への要望提案等発表

 5月19日 例会：毎年の資金作りのパーティー開催の中止決定。（30 分） 　
 エリア費の案分については6月理事会で討議する旨決定

・会長名：中　野　わか子　　・会員数：4名　　　

　4月17日　４月定例会（コロナ禍で可能な活動の話し合い）出席率 75％
　４月24日　AD→26地区すべてのエリアミーティング中止連絡を受けメンバーに通知
 ４月28日 Zonta International 規格ウェビナー参加　１名

 Remarkable Women Powerful Stories; Bandana Rana 
 ５月15日 ５月定例会「2020 年版　国際ゾンタ26地区運営の書」を読む

　（コロナ感染予防対策による）４月から5月連休あけまで宮城県内の外出自粛要請があった
ため、4月5月と会員メンバーとその家族の無事を対面して確認できたことが最大の収穫でし
た。「今できることは何か？」を考えながら、リモート＆オンラインでできることを模索中です。

2019年～2020年度の会長へ2021年度会長からブーケ　

　緊急事態宣言により４、５月とも30分例会とし、食事はテイ
クアウトとなった。また2020年11月から例会を中止にしていた
為に、6ケ月間の誕生日プレゼントを会員11人に贈った。　

・会長名：堀　内　万記子　　・会員数：22名　　　

 ４月１３日 役員理事会
 ４月２０日 例会
 ５月１１日 役員理事会
 ５月１８日 例会（コロナ感染症流行の為休会）
 ５月２８日 国内奉仕先に寄付金送金

・会長名：才　田　いずみ　　・会員数：30名　　　

4月  6日 役員会　於：みやぎNPOプラザ　出席11名
  エリア１エリアミーティング第 9回実行委員会
 　　　　於：みやぎNPOプラザ　出席 7名

4月20日  4月例会 中止（仙台市にコロナ蔓延防止等重点措置発令中の為）
 5月  4日 役員会　於：みやぎNPOプラザ　出席10名
 5月18日 5月例会　於：仙台国際ホテル　出席17名　

 仙台自立の家お菓子販売協力

　「2か月間を振り返って」　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　会員委員長　五　嶋　やよい
　毎月の例会では、お誕生日祝いをささやかながら行っています。
お誕生月の会員の方々からはスピーチもいただき、皆様が一番
和むひとときです。
　コロナの影響で活動も難しい日々ですが、今できることを考え
て、お誕生日を迎えられた休会員の方に、バースディカードをお
送りして、コミュニケーションを図る試みを始めました。これか
らもご一緒に活動できる日を、楽しみにしていますという願いを
込めて、手書きのカードをお送りしています。



●活動報告

●活動報告

●活動報告

●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　　　

 ４月 ５日 理事会開催
 ４月１２日 例会開催（食事はとらず、会場ホテル作お弁当持ち帰り）
 ５月１０日 理事会開催（ＺＯＯＭ会議）
 ５月１７日 例会開催（ＺＯＯＭ会議）
 ５月１９日 理事会 LAINE、クラブ RAINEで

 緊急コロナ関連寄付の賛否を取り全員一致で決定

 4月14日 例　会　・エリアミーティングについて
 　　　　・スピーチコンテストについて
 　　　　・新入会員盛岡独自の入会式について

 4月28日 理事会　・スピーチコンテストについて
 　　　　・新入会員入会式について

 5月12日 例　会　・卓話（山地会員担当）―ねむの樹サロンスタッフ
 　　　　　　小原伸子さんによる卓話
 　　　　・スピーチコンテストについて

　　　　　　　　　　　・新入会員入会式について
　　　　　　　　　　　　　　（新年度に2名若い会員入会予定）
 5月26日 理事会　・26地区内エリア区分見直しについて

 　　　　・スピーチコンテストについて

※５月で松並順子チャーター会員が退会となりました。31年半の間 IRISを支えてください
ました。本当に有り難うございました。感謝いたします。

※昨年会員同士のグループ LINEをコロナ騒動から立ち上げ個人情報は抜きで活用していま
す。良いことがあります。１か月待たなくても会の活動状況を全員に公平に届けることが
できるのです。《国際会費振り込み手続き終わりました。会員情報更新しました。来年度
会長会計情報報告済です》。例会での報告と違いタイムリーですので、会員にとって新鮮
だと思います。ゾンタが身近になっているかもしれません。（あくまでも IRISで）

※ＺＯＯＭ理事会・例会に挑戦。困難山ほど有り。結果できました。万歳！

「4月例会でのお誕生日会」

　北海道コロナ感染者が全国トップになった日もあり、５月
例会は中止となりました。しかしながら４月例会では、久々
に会員のお顔を拝見でき、また活発な審議事項検討もなさ
れ、「実際の例会は、やっぱり空気感が違います。一日も早
く平穏な日々を取り戻せるよう皆で頑張りましょう」と思っ
た次第です。

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

・会長名：佐　藤　康　子　　・会員数：10名　　　

 4月11日 4月理事会・例会　①ガバナー通信4月1日号　エリア通信4月1日号の学習 
 ②2022~2024次期役員、指名委員選挙候補者

　4月16日  依頼　③奉仕基金の調査票の提出　　その他　　　　7名出席
　4月21日  秋田市千秋公園さくらファンド　プレート贈呈式　　2名出席

 秋田ゾンタクラブ植樹桜 ( 市内 5か所 )をめぐり生育状況視察
  5月 9日 5月理事会・総会・例会　①2021年度秋田ゾンタクラブ総会

 前月末でチャーターメンバー開發浅江会員退会
 ②国際ゾンタへのメンバー報告と国際会費納入
 ③ゾンタニュース4月号 ( 和訳 )学習　
 ③国際ゾンタ2020「運営の書」配布

 5月11日 秋田県中央男女共同参画センター 令和 3年度利用者懇談会　1名出席
　 5月18日  同上　中央地域連携ネットワーク会議　1名出席
　 5月         主催イベント・秋田ゾンタクラブスペシャルチャリティーコンサート　7月10日 

 開催予定　のチラシ・ポスター・チケット配布開始
 国際会費納入、秋田県国際交流協会協賛金納入　さくらファンド

贈呈式



 

●活動報告

●活動報告

●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　　　

 ４月　５日 例会打ち合わせ　場所：下野寺公民館
 ４月23日 理事会・例会　　場所：福島中央学習センター
  これからの活動 　国際ゾンタ創立100周年記念植樹 
  （山桜）
  財務関係　エリアミーティング中止の件
　５月　２日 国際ゾンタ100周年記念植樹　在庭坂上古屋地区に 
  山桜  ４名参加
　５月２１日  理事会・例会　新型コロナウィルス感染拡大・変異ウ 
  イルスの増加により中止
　５月29日 エリア１エリアミーティング　新型コロナウィルス感染 
  拡大と変異ウイルスの増加・罹患率増加により中止

・会長名：森　　　　　睦　　・会員数：15 名　　　

 4月   3日 イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン贈呈式　
　4月10日  例会中止（コロナ感染防止の為休会）
 4月15日 理事会中止（コロナ感染防止の為休会）
　4月19日  野草園へ桜の看板寄贈
 4月24日 チェリアネットワーク会議参加
 5月   8日 理事会・例会（ミニバザー開催）
 5月10日 さんさんクラブへ空き缶を持参
 5月17日 山形市社会福祉協議会へタオル寄贈
　5月30日 会計監査、総会資料確認準備

　新型コロナウィルス感染拡大に伴い、中々例会開催できませんでし
たが４月久々の例会、懐かしい顔ぶれ、皆の元気な姿にほっとした。
　「豊かな森林を子孫に残したい」コロナ禍の影響で延期となってい
た国際ゾンタ創立100周年記念植樹を、この５月2日に福島市の上古
屋地区に山桜を植え無事実施した。国際ゾンタ創立100周年記念事
業として、また、地域社会への貢献と連携という事で、野田地区共
同所有林管理組合の55周年記念植樹に参加する形で実施した。福島
ゾンタクラブは、今年で創立26年目になる。老人問題、子どもの教育、
自然環境問題の３つの目標を定めてきた。今後も、地球温暖化対策
の一環として、森林を守り、造る活動を続けていきたいと思う。

　秋田も4月に入ってから、県内で数か所にコロナ感染クラスターが発生し、急に1日2
桁台の感染者が増加し、不安と虚無感に苛まれる日々であった。そんな中で例会、総
会を無事開催し、会員相互の連携と活動の確認ができたことは喜ばしいカナ？
惜しいことに、チャーターメンバーの開發浅江さん（活動歴31年、例会・主催イベント
皆勤）が勇退されました。お元気一杯で秋田ゾンタクラブの模範会員として今後も協
力は惜しまないと約束してくださいました。満91歳を前に益々若々しい開發さんに感
謝 !!

・イオン幸せの黄色いレシートキャンペン贈呈式に山口奉仕委員長が出席
・野草園へ桜の看板寄贈は、阿部アドボカシー委員長、久我書記、澤役員が参加
・さんさんクラブ空缶持参は、東海林会員、岡崎会員が訪問
・山形市社会福祉協議会へタオル寄贈は、阿部アドボカシー委員長、澤役員、岡崎会員が参加。
コロナ禍にあって、活動が思うように出来ないまた、参加人数の制限があり、会員全員の参
加とはいきませんでした。しかし、感染防止を各々しっかりとって奉仕活動ができたことに
感謝いたします。

開發浅江さん退会あいさつ


