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～ AD便り～
梅雨の時期、庭の草木はこのお湿りに喜んでいるようで、特に紫陽花は清々しい表情を見せています。さて、今回のエリア２
第１２回エリアミーティングではホスト山梨ゾンタクラブを始めとして、各クラブの皆様には大変お世話になりました。４月中旬
まで対面開催か否かで検討を重ね、その結果、４エリア合同の報告書の作成と動画配信によるエリアミーティングとなりました。
幾度に渡る変更案の作成や運営に対していつも真摯に対応してくださった山梨ZCの浅川会長と窪田様や会員の皆様、そして
その都度快くご理解ご支援いただいたエリア２会員の皆様に心から感謝申し上げます。
今回のエリアミーティングではエリアのテーマは「手を差しのべよう、すべての子どもたちの
笑顔のために」～地域がはぐくむ生きる力～、そして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つの教育プロジェト～でした。
是非、報告書と動画配信をご覧いただき今後の活動にいかしていただければ幸いです。
すでに山梨ZCよりご案内しましたが、今回のエリアミーティングで使っていただくために
山梨の窪田会員が手作りしたカゴバッグをオンラインで販売中です。
皆様のお手元に届くのをバッグたちが待っております！ご協力の程よろしくお願いいたします。
来年のエリアミーティングの開催日が決まりました！
期日：２０２２年 ５月２９日（日）
場所： 都ホテル四日市
ホストクラブ：三重ゾンタクラブ
来年こそは、皆様と三重で「笑顔を見つめ合いながら」開催できますように！
そう心から願う次第です。
＜東京ⅢゾンタクラブZOOM例会訪問＞
４月９日20時より行われたZ00M例会は、片桐会長の流暢な司会で終始スムーズに進みました。
浅野副ガバナーが参加されたCSW65th「必要なのは女性のリーダー」の紹介から始まり、会報の内容吟味（読むと
元気になるキャッチフレーズを考える。ただ活動を報告するだけの会報はつまらない。何か改革が必要！）、今後
の卓話の設定について（若い方とアプリでつながってやっていく、若い人たちの意見を聞く機会をつくりたい）など、
どんどん意見が出され、活気あふれる例会でした。そして会の終わりの「ZOOMを使用することになり、逆に
いろいろな方に出会える」という言葉が印象的でした。まさにピンチをチャンスに変えている、東京ⅢZCの皆様
ありがとうございました。

Welcome! The Newly Established Club
エリア２に新クラブ誕生おめでとうございます！
優雅で凜とした響き「東京GRACEゾンタクラブ」の誕生です！
２０２１年４月５日に認証され、「東京GRACE」がNo 2012として設立
されました。コロナ禍における設立の快挙！エリア２そして２６地区
にとって、明るい希望の花が咲きました。高橋真理会長のもと
総勢１７名のクラブです。
エリア２の皆様どうぞ拍手でお迎えください！
新クラブは今後半年から１年SOMのサポートを必要といたします。
SOMクラブとしてかながわゾンタクラブ、SOM代理（2018～2020AD）
として矢﨑様にはこれまで同様にサポートの程どうぞよろしく
お願いいたします。
新⼊会・退会者

エリア２会員数

215名

＜東京GRACEゾンタクラブ 会長 高橋真理 ＞
2021年4月5日に東京GRACEゾンタクラブが認証され
16名の仲間と共にスタートいたしました。木下国際
理事、岡澤ガバナー、浅野副ガバナー、矢﨑直前
AD、飯島AD、京都勉強会でご指導下さいました安
田俱子様、安田多賀子様、各クラブの皆様、SOMの
かながわゾンタクラブ様から温かいご支援を賜り、
心より感謝申し上げます。実りあるクラブを皆で力を
合わせて創ってまいります。何事にも未熟ですので、
これからもご指導の程よろしくお願い申し上げます。
＜東京GRACE会員＞
天野乃里子、大澤邦子、
大戸富美子、小川英里、小川裕子、
佐々木摩美、下野博子
辻育子、長峰恵子、萩原良美、
藤野真紀子、丸岩祥江、村松美恵子
森下啓子、伊藤澄子、＋１名
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今期⼀年

振

返

…

各

会⻑

東京I

横浜

新型コロナ感染の影響がありましたが、例会やイベント開催を
予定通り慎重に実施しています。国際大会・エリアMに参加予
定していた新会員がチャンスを失ったことが残念です。4名の
新会員のゾンタへの理解を深めることが課題です。

かながわ

コロナに振り回され、やりたいこともやれず、新しい形式にも取
り組まねばならず、リアルを優先すれば、コロナ感染から守る
にはどうしたらいいか、リモートを優先すれば、感情がつかめ
ないのでわかりにくいという声があり、どっちつかずの運営を
余儀なくされた。一番痛かったのはイベントがほとんどできな
かったこと。そんな中で小さなクリスマスパーティーをやったこ
とは勇気がいりましたが、この経験は今後に生きると思います。

コロナ禍での一年は、イベント、卓話共に出来ず、また、会員
の高齢化で健康問題も生じて心許ない一年でした。オンライン
＜意見＞
での例会、バザー、講話などが必須となり急激な変化にクラブ
各地区の皆さんにお会いできなかったことがとても残念です。ワ
運営の難しさを感じました。
クチン接種が広まり、地区大会は必ず実行してほしい。

松本
コロナの一年ではありましたが、当クラブの活動は時間をか
けて計画し、形を変えながらも計画に則って行うことができま
した。25年を祝う会も無事終わり、ここまでの歴史と会員同士
の絆でスムーズな活動ができました。ローズデーイベントは
日程的にずれ込んだものの、話し合いを重ねて行い、大勢の
皆様にご参加いただき、次への大切な足掛かりとなりました。

岐阜
先輩ゾンシャンの皆様のご支援ご指導を受けて歩んできた１
年でした。コロナ禍により延期になっていたチャリティの夕べの
開催について、何度も臨時理事会を開催して検討を重ねた事
は私にとっては多くを学ぶ機会となり、
ピンチはチャンス！の1年でした。

東京II
コロナ禍にあって昨年の総会後、一度も対面理事会・例会が
開けず又恒例のイベントも中止、と余儀なくされました。理事
会・例会はZOOMでと、TOOLに当初は戸惑いながらもほぼ毎月
出席率が良く年間皆勤者が１１名。通年とは異なって活動が制
限される一年となりましたが、他クラブの会報誌をスキャンして
配信又他クラブの卓話などの活動に各人刺激を受けたことと
思います。我々もZOOMながら検討事項の案、意見も活発で楽
しく充実した一年でありました。

群馬
オンラインの諸々が増えたタイミングだったので多少は貢献す
ることが出来たと自負しますが、実務や例会の事などは先輩
におんぶに抱っこに肩車！となった一年でした。今期は諸先
輩方に恩返しできるよう頑張ります。
＜意見＞
最近の活動のヒントや、他地域の仲間の近況報告など、ちょっ
としたお喋りができるオンラインの談話室があると嬉しいなと
感じました。Zoomに慣れる為にもいかがでしょうか？

名古屋SORA
COVIC-19の大流行が私たちのクラブにも大きな影響を及ぼしま
した。資金調達源となっているイベントも中止せざるを得ず、
クラブの存在についても広く一般の方に知ってもらうことが出来
ず残念に思う１年でした。一方、例会は対面で行いメンバー同
士の関係が密になったと感じています。

三重
髙木初代会長から引き継ぎ後、新型コロナをいつも意識する
一年となりました。ゾンタの活動も自粛が続いておりますが、
ゾンシャン間の情報交換は遠隔会議をすることでなんとか続
けることができました。

横須賀
横須賀ゾンタクラブ会長として初めて小泉進次郎環境大臣に
表敬訪問をさせていただきました。木下国際理事、岡澤ガバ
ナー、横浜、かながわの会長とともに。横須賀の地元秘書さん
も行政とのパイプ役のお声をかけていただきました。

山梨
東京III

2020年度はエリアミーティングホストという、大役を仰せつかり、
コロナ禍でも安心して活動を続けるためにZoomに挑戦し、例 会員一同、心を合わせ、準備に励んでおりましたが、新型コロ
会や支援先の交流、設立20周年企画等、女児や女性が抱え ナの影響により、オンライン開催となってしまいました。ゾンシャ
る課題の現状を沢山のｿﾞﾝｼｬﾝや支援先の方々と学ぶ機会が ンの皆様に雄大な富士の絶景とともに、思い出に残していただ
きたいと思っておりましたが、残念な気持ちです。新型コロナで
増え、災い転じて福となった一面もあった。
活動が自粛される中、ゾンシャンとして何ができるかを考えさせ
られた1年でした。

日程

東京I
横浜
東京II
岐阜

6/18, 7/20, 8月休み
6/9, 7/14, 8月休み
6/10, 7/8, 8/19
6/20, 7/16, 8/20

松本
名古屋SORA
かながわ
横須賀

6/17,
6/16,
6/22,
6/15,

7/15,
7/21,
7/20,
7/20,

8/19
8/18
8月休み
8/17

東京III
群馬
山梨
三重
東京G

6/4, 7/8, 8/6
6/2, 7/6, 8/3
6/17, 7/15, 8/19
6/18, 7/16, 8/20
6/8, 7/13, 8月休み
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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
・4/20例会 星野新会員の卓話
・5/20例会 11/20チャリテｲバザー開催を実施の方向で準備確認
例会後点字図書館・いのちの電話助成金贈呈訪問 新会員2名施設見学

横浜
№594 / 18名
阪井サヤカ会長

・4/14 ホテルニューグランド、スターライトルームにて エリアミーティングの中止の件について、バザー中止に
ついて、今後の例会の方法について
・4/28 リモート理事会 オンラインバザーや会計報告
・5/12 リモート例会。国際ゾンタへの会費納入、会員の増減についての報告について
オンラインバザーや今年度のクリスマスパーティーについて、規約について 。

東京Ⅱ
№1071 / 22名
渡辺碩子会長

・4/1理事会（ZOOM８回目７名） ・4/8 ZOOM例会（９回目１４名、ゲスト６名）「エリアミーティングのイロハ」
テーマの勉強会（卓話）に、新クラブ東京グレースゾンタクラブから６名が参加。
・5/7東京ⅢゾンタクラブZOOM卓話（２名）
・5/12欧州評議会委員会主催：イスタンブール条約とその重要性に関するウヱビナーのセミナー参加（１名）
・5/13日本補助犬協会ZOOMセミナー参加の会員報告。
・5/16松本ゾンタクラブ2021ローズデーイベントZOOM卓話（１名）
・5/17国際アドボカシー委員会主催：「児童婚を終わらせる」セミナー参加（１名）
・東京Ⅱゾンタクラブ推薦の国際YWPA奨学金応募者（落選）にYWPAクラブ奨学金として支援金贈呈。
・5/13 ZOOM例会（１０回目１６名）クラブ内規及びクラブ規約のひな型の確認。

岐阜
№1078 / 14名
西尾英子会長
松本
№1522 / 41名
山田知里会長

名古屋SORA
№1531 / 15名
榎本和会長
かながわ
№1598 / 10名
今村令子会長
横須賀
№1665 / 6名
臼田君代会長

東京Ⅲ
№1677 / 9名
片桐典子会長
群馬
№1890 /6名
片岡仁美会長
山梨
№1939 / 16名
浅川利恵子会長

・4/16 理事会・例会
・5/9・15・16 臨時理事会（チャリティコンサートについて） ・5/21 例会
・4/1、5/6 理事会
・5/20 例会
・4/11、5/11 フラワーデモin松本参加
・4/15 例会・会員卓話 尻無浜博幸会員「地域防災科学研究所のこと」
・5/7 東京ⅢＺＣ例オンライン参加
・5/15 エリア２エリアミーティング(山梨)10名参加予定…現地開催中止
・5/16 ローズデーイベント「幼年期性教育の課題を考える」オンラインディスカッション会での継続支援先活動報告「カリヨンこどもセン
ター」60名参加
・4/22、5/27 信州岩波講座/まつもと実行委員会（第7・8回）
・4/11 役員理事会
・4/21 例会
・5/16 松本ゾンタクラブ ローズデーイベントに2名参加（Zoom） ・5/19例会 ・5/30 役員理事会
・4/13 例会・理事会
・5/18 例会・理事会

・4/18 料理講習会「春野菜をたっぷり！」タンドリーチキン、春野菜と豆のスープ、菜の花とあさりのスパゲティ、ベビーリーフのサラダ、
アップルパイ、（福祉会館６階調理実習室９名参加）検温、手指の消毒、マスク飲食、定員の半分を徹底して実施 ・4/20 月例会（ガバ
ナー通信、エリア通信、エリアミーティング、イベントの反省と会計報告）
・5/18 月例会（運営の書の配布、国際ゾンタ会員手続き及び会費、UN Womenよりロヒンギャ難民キャンプ火災の緊急支援の件、）例会
終了後ヴェルニー公園のばらを鑑賞
・5/23 子育て支援サツマイモの植え付け（駅前県有地）
・4/9 理事例会 ・5/7 AD飯島様クラブ訪問（地区ﾋﾄﾃﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・国際奉仕金について協議）。
・4/10 ローズデイ企画に登壇された、葛藤を抱える妊婦達に寄り添い支援をしているNPO法人ピッコラーレ主催
の「妊娠葛藤白書」発行記念イベントオンライン開催)に、会員1名参加。
・5/7 支援先 社会福祉法人カリヨン子どもセンターの卓話（年次報告と交流会) Zoom開催。
・松本ゾンタクラブ ローズデー企画「幼年期の性教育の課題を考える」に3名参加。
・4/12 例会 Mサポ会議室
・5/19 オンライン例会
・4/6 役員会 ・4/15 例会 ・5/7 役員会 ・5/20 例会 ・4/7, 14, 21, 23, 5/18 飯島ADとのオンライン会議
・4/30 飯島AD辻野ウエブマスターとのzoomテスト会議 ・5/15 第12回エリア2エリアミーティングオンライン録画撮り 社会福祉法人立
正光正園加賀美様基調講演 ・5/24 オンラインチャリティーバザー配信

三重
№1971 / 28名
丸山淳子会長

・4/18 3周年記念の特別例会開催（四日市都ホテルにて）、その後、第17回研修会。三重県母子寡婦福祉連合会理事長 北野好美先生
をお迎えし、子ども食堂や学習支援などの活動について講演されました。発達障害の方や、いじめで苦しんできた親子との関りから、信
念をもった学修支援を通して、ひとり親家庭にとっての交流の場の大切さと、一緒に食べる、遊ぶという体験の場を子どもたちに用意し、
子どもも親も孤立しないためにも、一緒に食事をする事の重要性について、改めて感じることが出来ました。そして、三重ゾンタクラブは、
鈴鹿市母子寡婦福祉会への支援をさせていただくこととなりました。
・5/21日例会 Zoom開催

東京GRACE
No.2012 /17名
髙橋真理会長

・4/8 東京Ⅱゾンタクラブ様のリモート例会の一部分に参加させて頂き、ゾンタの組織・エリアミーティング等について学ばせて頂きました。
昨年12月以来、承認準備のための会合を月1回ペースで開催しておりましたが、例会の進め方も含め大変勉強になりました。
・4/13 例会 リモート/zoomにて。浅野副ガバナーが入ってくださり、クラブの方向性についてお話し頂きました。とても有意義な例会になり
ました。銀行口座開設・予算案・内規作成・支援先等々、今後クラブに必要な事項についても検討しました。
・5/11 例会 リモート/zoomにて。理事の選出及び先月来の事案について活発な討議をしました。
・5/18 理事会 リモート/zoomにて。新理事同士の紹介・クラブ現況報告・国際規約・内規・事業計画について討議しました。
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クラブ名

イベント

東京Ⅰ

・7月例会 60周年記念例会とする。

横浜

・特になし

東京Ⅱ

・7/8 ZOOM例会 恵泉女学園大学GZクラブ岩佐玲子先生のZOOM参加で年間活動報告予定。
・8/19 ZOOM納涼例会 各委員会はペーパー報告。各人飲食自由・ゲームで楽しむ計画。

岐阜

・5/25 チャリティの夕べ２０２１
・6/18 総会

松本

・6/13 信州岩波講座/まつもと20周年記念
寺島実郎氏「世界の構造変化と日本の進路」・子育て支援団体へ児童図書贈呈
・7/15 松本大学GZとの合同例会

名古屋SORA

・特になし

かながわ

・コロナ感染症の猛威が続いており集客の伴う行事は当面未定です。

横須賀

・特になし

東京Ⅲ

・6/4 継続支援先 女性ネットSaya-Sayaのコロナ禍の年次報告会 Zoom 20時より
・7/19 設立20周年企画Vol.4 里親経験者によるZoom卓話 講師：小山修氏（里親として6人を養育した経験を持つ。
現在は児童養護施設等の理事長を務める。）
【里親として子どもたちに寄り添い、見えてきたもの～幼少期の家庭環境、親子関係、トラウマ・・・】

群馬

・（コロナの状況を見つつ）オンライン卓話会開催の準備
・（コロナの状況を見つつ）イベント参加の検討

山梨

・特になし

三重

・6/18 総会

東京GRACE

・コロナ禍明けに認証伝達式を予定しております。

三重ZC:第17回研修会
講師：北野好美先生

News

東京III：子どもセンター相川理事長卓話

５月25日に開催致しました、「チャリティーの夕べ2021」は２回の延期
の後に、最後の最後に一縷の望みをかけての開催となりました。コロ
ナ禍の現状ですので中止という判断もありましたが、コロナ禍だから
こそ今求められているものを模索しての開催にしたいと願っての決定
となりました。この間、本当に何度も何度も検討を重ね、徹底した感染
予防対策には万全を期すという事を前提にした上での新しい様式で
の開催方法に賛同を得ることができ、10人の女性ヴァイオリニストが
奏でる素晴らしい音色と名曲の数々にひと時の安らぎを見出して頂く
コンサートとして開催致しました。お陰様を持ちまして、たくさんの感動
の拍手と、ご参加の皆様が優しい笑顔で帰って行かれるお姿、多くの
お礼のお返事を頂くことができましたことなど、会員一同感謝の気持
ちで一杯でございます。さらに、国際ゾンタ理事木下様、26地区ガバ
ナー岡澤様のご参加を頂き、貴重なお言葉を頂戴できましたこと
心より厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。

岐阜ゾンタクラブ
チャリティーの夕べ２０２１

三重ZC: 3周年記念特別例会 （四日市都ホテルにて）

横須賀ZC
料理講習会

松本ZC:ローズデーイベント「幼年期性教育の
課題を考える」オンラインディスカッション

東京I:6月例会ZOOM参加

4

