
ごあいさつ
　台風が去り、蝉達が一斉に活動を開始しています。蝉のなく声が新緑の中に涼しげに響きわた
ります。東京オリンピックが開催されました。また変異ウイルスによる感染拡大により、新型コロ
ナウイルスの感染拡大は収束が厳しい状況です。暑い日が続く中エリア１ゾンタクラブの皆様は、
変化を受け入れた臨機応変な活動を続けていらっしゃり感謝に堪えません。
　エリアミーティングの対面での活動が中止となり、「国際ゾンタ26地区エリア2020-2021年活
動報告」が皆様のお手元に届きました。次に繋がるのは地区大会です。コロナ禍での26地区大
会は今までにない新しい形での開催となります。26地区の皆様の温かいパワーのもと、地区大
会が充実した形になりますように、ご協力を宜しくお願い致します。
　世の中は大きく変化しています。エリア１の皆様と共に、「コロナ禍での奉仕活動の在り方」を
考え模索していきたいと思います。次回10月１日発行のエリア通信でその結果を掲載したいと思
います。エリア１の皆様との話合はズーム会議で行いたいと思います。詳細は、改めてご連絡致
します。
　ご健康に留意し、奉仕活動の未来について共に学んで参りましょう。
　どうぞよろしくお願い致します。

国際ゾンタ 26地区エリア１ エリアディレクター 松 村 昌 子

【国際ゾンタエリア1エリアディレクター活動報告】

●活動報告
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国際ゾンタ 26地区エリア１　エリアディレクター 松 村 昌 子
8月1日現在　エリア1会員数　134名
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News letter7News letter7

新入会員のお知らせ
●所属クラブ：盛岡ゾンタクラブ　●入会日：2021年6月9日付 ●会員氏名：田　村　美　季様

 　　　　　  山　田　貴和子様
　　　　　　　　　　　　　 　　　　退会会員のお知らせ
●いらっしゃいません。

エリア通信エリア通信

仙台Ⅰ

・会長・
才田いずみ
・会員数・
30名

6/  1 役員会（理事会）
6/15 例　会　エリアミーティング報告動画一部視聴
　〃 2020 年度クラブ総会　
7/  6 役員会（理事会）
7/20 例　会
 　国際のアンケート入力法の学習、クラブ奉仕事業「女子高校生自立支援」の新規

支援先「仙台ラ・サール・ホーム」施設長大塚涼子先生の卓話および同事業次
期 5ヵ年継続についての審議、地区大会審議事項の検討等。

● 6月12日（土） 8:00(PM)　26地区理事会
● 6月27日（日） 8:00(PM)　26地区理事会
● 6月29日（火）  国際ゾンタ理事・委員会　委員・国際翻訳委員・理事・役員
　　　　　　　 京都　琵琶湖ホテル　26地区第６回地区大会についての話し合い
　　　　　　　 松村（欠席）
● 26地区理事　 随時　ライン会議
● 26地区AD　 随時　ライン会議



●「2か月間を振り返って」

●7/25　後援した映画「まっしろの闇」を鑑賞…16名参加

●活動報告

●活動報告

●活動報告

函　館

塩　釡

札幌Ⅱ

・会長・
才田いずみ
・会員数・
30名

　7月例会では、仙台ラ・サール・ホーム施設長大塚涼子先
生に、同施設についてお話しいただきました。最後にハー
モニカ演奏がありましたが、日頃、支援されることの多い
児童養護施設の子供達が、地域に対して自分達も出来るこ
とがあると感じられるようにハーモニカバンドの活動をして
いるとのこと。心打たれた卓話でした。

　出演した俳優、村田雄浩氏と内谷監督（原作・脚本）のトークショーは薬物依存症とその家族（共
依存症）の現実、「今日一日ありがとうございます」「神さま私にお与えください。自分に変えられ
ないものを受け入れる落ち着きを、変えられるものは変えて行く勇気を！そして二つのものを見分け
る賢さを」とのダルク内の唱和に心打たれました。

・会長・
小林八重子
・会員数・
20名

6/  2 理事会（テイクアウト）
 　総会・２０２１年度予算案等審議事項について協議
 　映画「まっしろの闇」後援の有無について協議……例会審議
6/16 第 560 回例会・総会（テイクアウト）
 　・2021年度役員就任式
 　・今年度事業計画・予算案など 承認
7/  7 理事会
 　地区費・エリア費分割の件、協議
 　奉仕委員会・広報委員会・会員委員会・エリアミーティング担当・2 年後の 5０

周年担当者などの委員会報告
7/21 第５６１回例会
 　※地区大会がオンライン開催になったが地区大会への提案について審議
 　会員委員会・・オープン例会９月予定なので参加者募集します
 　広報委員会・・蔦屋書店で会員増強のための広報を行うことや、ＨP のリニューア

ルなどについて報告
7/27 ５０周年記念準備委員会開催……目的・記念事業などについて協議
7/28 奉仕委員会開催……コロナ禍のイベントについて奉仕先検討

　国際ゾンタの2021年度が始まりましたが、コロナ禍にあって、活動環境の刻々と変化する様々な理
由で、従来型の対面での交流&活動が大幅に制限されております。
各会員、SNSやオンラインでのセミナー活動などを活用して、自己研鑽に励んで頂いております。

・会長・
中野わか子
・会員数・
4名

6/12 ６月定例会「26地区活動報告」
 　「26地区活動報告」読み合わせ
7/11 ７月定例会「今年度の活動について」 
 　2021年度のクラブ事情の確認

　６月２９日ヒトデプロジェクトのひとつ「子供用歯ブラシ」を、2020年度寄附先である NPO女性サポート
アジール（DVや経済的困窮により行き場を失った「ホームレス女性のためのシェルター」）と、こども食堂北
海道ネットワーク事務局にお届けしました。継続的な情報交換を行うことができ、相互信頼が深まりました。

・会長・
酒勾桂子
・会員数・
17名

（内２名が休会中）

６/ １ 理事会　・総会議案書について　現状を見合うクラブ規約改正等
６/22 総　会　・２０２１年度総会議案書の承認
６/29 例　会　・新しい体制スタート　各委員会事業計画の報告
７/13 理事会　・チャリティーコンサート及び９月卓話開催の計画案
７/20 例　会　・チャリティーコンサート、９月卓話の開催承認



●イベント案内

●イベント案内

●活動報告

●活動報告

●活動報告

盛　岡

札幌 IRIS

秋　田

・会長・
酒勾桂子
・会員数・
17名

（内２名が休会中）

６/ １ 理事会　・総会議案書について　現状を見合うクラブ規約改正等
６/22 総　会　・２０２１年度総会議案書の承認
６/29 例　会　・新しい体制スタート　各委員会事業計画の報告
７/13 理事会　・チャリティーコンサート及び９月卓話開催の計画案
７/20 例　会　・チャリティーコンサート、９月卓話の開催承認

  ９/21 例会時に卓話講演を開催、札幌アイリスへ参加声掛けをする。
１２/ ５ チャリティーコンサート

８/21 移動例会
    （道立美術館での鑑賞・サッポロビール園で

の懇親）

昨年度皆勤賞は４名でした。
コロナにめげずＺＯＯＭにも挑戦し明るくゾンタ活動頑張り
ました。

・会長・
柴田和子
・会員数・
17名

6/  9 例　会　総会・26地区エリア見直しについて・スピーチコンテストについて
 　　　　・新入会員入会式・ミニオークション　　　　　　　　　　　　
  　　 コロナ中思うように活動が出来なかったので、魅力的な会だと思ってい

ただけるように、入会式を行った。
6/30 理事会　スピーチコンテストについて 
7/14 例　会　・卓話（吉田会員担当）
 　　　　　「HERALBONY」副社長　松田　文登さん
       　松田さんの新入社員の方が、女性学を勉強してきた方で、まさしくゾン

タの理念にぴったりの人。早速、会長勧誘しましたが、いずれもう少し落
ち着いてからと…

  　  ・ガバナー通信・国際レターをかいつまんで会員へ周知
  　  ・地区大会審議事項の提案
  　  ・スピーチコンテストについて
  　　 スピーチコンテスト、市の施設使用だが、感染対策は使用団体でとのこ

となので、医療関係者が専門家に次回までに聞くことにした。
  　  ・ミニオークション
7/28 理事会　・スピーチコンテストについて
　　　　  　  ・入会式について
   　　 入会式については、理事全員で改めて確認し、8 月の例会で会員全員

に周知する予定。

・会長・
岡部文子
・会員数・
10名

6/ ７ 理事会（ＺＯＯＭ） 総会資料検討
6/14 総会・例会（ＺＯＯＭ） 
 年度決算・予算・年間活動予定スケジュール決定・クラブ各委員長発表
7/  5 理事会（モントレエーデルホフ） ８月移動例会について
7/12 例　会（モントレエーデルホフ） 皆勤賞・誕生日お祝い
 　地区大会について検討（part②を来年６月に開催する理由が無い。
 　年度内の５月までに行うべきとの意見をガバナーに申し入れる）

・会長・
佐藤康子
・会員数・
10名

6/13 例　会　①ガバナー通信 6 月号　エリア通信 6 月号およびゾンタニュース 5 月号和訳の学習　②「26 地区」
エリア区分の見直し」について再検討　B 案採択　③新入会員証改訂について説明　④ヒトデプロジェクト
申し込み　⑤UNHCR、UNICEF, 国境なき医師団、ワールド・ビジョンその他に寄付　⑥７/10主催チャリティ
コンサートの準備状況

 　ゾンタ新年度の始動に当たって国連難民支援の日 6 月 20 日にちなんで、UNHCR その他に恒例
の寄付支援を継続する。

 　エリア区分の見直しについては北九州地区大会での討議内容を話しあいながら、B 案を支持するこ
とにする。

7/10 秋田ゾンタクラブスペシャルチャリティコンサート開催（秋田アトリオン音楽ホール）
飯野明日香ピアノ・ソロ＆大杉　満健康トーク　240名協力参加



●イベント・その他

●イベント

●活動報告

●「2か月間を振り返って」

●「2か月間を振り返って」

●活動報告

福　島

山　形

山　形

・会長・
佐藤康子
・会員数・
10名

6/13 例　会　①ガバナー通信 6 月号　エリア通信 6 月号およびゾンタニュース 5 月号和訳の学習　②「26 地区」エリア区分
の見直し」について再検討　B 案採択　③新入会員証改訂について説明　④ヒトデプロジェクト申し込み　⑤UNHCR、
UNICEF, 国境なき医師団、ワールド・ビジョンその他に寄付　⑥７/10 主催チャリティコンサートの準備状況

 　ゾンタ新年度の始動に当たって国連難民支援の日 6 月 20 日にちなんで、UNHCR その他に恒例
の寄付支援を継続する。

 　エリア区分の見直しについては北九州地区大会での討議内容を話しあいながら、B 案を支持するこ
とにする。

7/10 秋田ゾンタクラブスペシャルチャリティコンサート開催（秋田アトリオン音楽ホール）
飯野明日香ピアノ・ソロ＆大杉　満健康トーク　240名協力参加

  コロナ禍中、感染拡大を危惧したが、思い切って開催する。ゾンタの認知度をたかめるとても
いい機会になった。ピアノ演奏が素晴らしく自粛中の聴衆の皆さんに喜んでいただいた。

7/11 コンサート反省会・事務処理
 　健康トーク中の映像機器の不具合について、原因を探る
7/18 例　会　①７/10 チャリティコンサートの事業結果中間報告　②国際ゾンタ 26 地区エリアミーティング動画

配信と修正について説明　③エリア 1 奉仕基金報告（最終版）の周知　④2021 年度地区費・地区大会分
担金の納入の報告　⑤ゾンタニュース 6 月号（和訳）の学習　⑦「エリア費配分の見直し」について岡澤ガバ
ナーの説明　⑧ヒトデプロジェクトへの寄付金について検討

 　チャリティ可能な現金収益はプラスにはならなかったので寄付金により調整する。
 　高齢化とコロナ社会の現状では、これまでのようなイベント活動は難しい。
 　動画配信は、最後までみることができなかった。録画版での配布を期待します。
 　再生設備が十分でない。

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　
 7/10 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

・会長・
山川多美子
・会員数・
11名

6/18 理事会　例会　斎藤くみ子会員を偲ぶ会　
 ・会員増強（例会開催ごとに情報交換する意味でも） 
 ・財務より　2020 年度一般会計決算報告
 ・5/2 国際ゾンタ創立100周年記念植樹（野田地区共同所有林管理組合協賛）報告４名参加
7/16 理事会　2021年度総会　例会

・2020 年度活動内容報告 会計決算報告及び監査報告　2021年度活動計画　予算案　
 ・例会においてこれからの活動について　地球温暖化、環境問題についての学習会
　　　　 基本に返ってゾンタを学ぼう
7/29 福島県立図書館児童図書贈呈式
 ・福島県立図書館に於いて、継事業である児童図書の贈呈式　

　6月18日例会において　5月5日子供の日に急逝した斎藤くみ子
会員を偲んで会員一同でを黙祷を捧げ、在りし日の面影を偲びま
した。長いコロナ禍の中での訃報。まだまだ心の整理は尽きま
せんが、これからもくみ子会員が残したゾンタ活動の軌跡を辿っ
ていこうと気持ちを新たにしました。（天国で見ているかな…）

5月総会開催後、チャリティコンサートの開催準備に追われる日々であった。ゾ
ンタクラブの活動を PRし、日頃の協力に対し謝礼の気持ちを込めた催しでも
あるので、少ない会員数で精一杯頑張った。ゾンタのリーフレットを配布する
チャンスにもなった。

・会長・
森　　睦
・会員数・
15名

（内２名が休会中）

6/  3 第14回定期総会　例会
 　　1 年ぶりに例会会場を通常のメトロポリタン山形に戻し、食事をとり総会、例

会を行った。今後も新型コロナウイルス感染防止に万全を期していきたい。
6/17 理事会 
7/  1 例　会　会計から26地区費送金済の報告を受けた
7/11 イオン黄色いレシート活動 
7/15 理事会　ZONTA SAYE NO、ローズデーについて特に話し合った。
7/24 休会者訪問　2名の休会者を訪問

10/2・3　山形県男女共同参画センター フェスティバル
 　会場でバザーを行う内容申請。力を合わせ行いたいと考えております。


