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新⼊会員・退会者

エリア２会員数

～ AD便り～

関 紀美子会員のご逝去は東京
ⅡZCにとりまして深い喪失感と悲し
みでございます。チャーターメン
バーで37年、重要なポストに在り
続けながらも驕ることなく、穏やか
なお人柄に心から尊敬するお方で
した。謹んでご冥福をお祈り
申し上げております。

東京IIゾンタクラブ会長 渡邊碩子

関紀美⼦様 偲
関紀美子様は私が東京ⅡZCに入会した当初
から憧れの存在でした。その関様と去年から
チームで国際翻訳委員としてご奉仕させて頂
き光栄でした。優しくご指導下さり、この1年は
5年分ぐらいの勉強をさせて頂いた思いです。
突然のご逝去の報に接し、まだ信じられませ
んが、今まで教えて頂いたことを礎にこれか
らも励んでまいります。奉仕の精神をまさに
貫いたゾンシャンの鑑でいらっしゃいました。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。

国際翻訳委員矢﨑和喜子

芙蓉の花が満開です。花言葉は「繊細な美」。真夏に美しく咲き誇るその姿は自信に満ちています。オリンピックで活躍してい
る選手たちにどこか似ているように思います。さて、オンラインエリアミーティング配信も終わり、次はいよいよ地区大会に向
かって動きだしました。すでにご承知のとおり、コロナ禍の情勢を鑑みて地区大会はPART①・PART②と２部制で実施いたしま
す。PART①は10月15日（金）に琵琶湖ホテルにおいてオンラインで配信されます。PART②は2022年6月11日（土）に対面で行
う予定です。審議事項や選挙が円滑に進みますよう、どうぞご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

＜東京ⅢZC創立２０周年記念企画Vol.4＞
7月19日（月）Zoomにて講演会に参加しました。演題は「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・・・～ 里親制度について、実際に里親として経験されている方の真の
声として拝聴しました。片桐会長が冒頭のご挨拶で、東京ⅢZCがこれまで
にいろいろな支援活動を通して見えて来た中で、子どもや女性に関わる問
題の要因は一つや二つではなく、複雑に絡み合うことを改めて感じたと
おっしゃっていた言葉がとても心に入りました。小山様のようにご自身で６
度も里親をなさり、また里親の研修講師もしているとのこと、それだけにお
話の内容も現実味がありました。お話の中で、里親を続けるには「あまり自
分を追い詰めない」「人を頼る」「人間は過ちや失敗をする」等々幾つか
キーセンテンスをいただきました。家庭という最小で最愛の社会を見直す
よい機会となりました。この里親制度の認知度も高めていきたいと実感し
た次第です。

＜岐阜ZC例会訪問＞
6月18日（金）岐阜グランドホテルにて、総会と例会に出席いたしました。西尾会長
の優しい声がマイクから流れ、終始スムーズに進みました。５月にチャリティーコン
サートを見事に慣行され、安田実行委員長を始め会員の皆様全員が自信と満足
感に満ちていました。また新入会員の入会式があり、素敵なお仲間が増えたこと
も大きな喜びでした。

＜第2回地区役員・理事・委員長会議 （報告） =地区大会における緊急会議=
6月29日（火）琵琶湖ホテルにて地区大会における緊急会議に出席いたしました。
神田様の黙祷から始まり、皆さんでその功績を偲びました。会議の開会挨拶の中
で、岡澤ガバナーの「まだ一回も対面で会員の皆様にお会いできていない」という
言葉が耳に残っています。対面で行った今回の緊急会議、コロナ禍であっても地
区大会を何とかよりよいものにするという強い意志を感じました。

地区会議

ご生前のご功績を偲び、心より哀悼の意を捧げます



新型コロナ禍の中、岡澤ガバナー・WEB委員長、発表者の
皆様のご尽力により、4エリアミーテイングを3時間40分余、
オンライン映像に纏めて頂き、何度でもYouTubeで見ることが
できる事を「ピンチはチャンスである。」と実感しております。

日本は経済的な地位が7位ですが、世界の幸福度56位とい
うギャップが理解できる講演内容でした。社会の最小単位で

ある家庭において、次世代を育てる営みが壊れる危機的な
状況にある現状を変えるために、何ができるのか。

オンラインミーティングを終えて
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東京II

名古屋SORA

松本

かながわ

東京III

横須賀

三重

東京I

オンラインミーティングについて参加者の方々から
感想をいただきました。様々な形で会を運営する
学びの一年になりました。ぜひご一読ください。

岐阜

居ながらにして、各エリアすべての報告を聞くことができたこと
は、ＳＮＳ発信のメリットだと痛感するところです。時間や場所

を選ばずして自分の都合に合わせて情報の伝達を受けられた
ことや、聞きたいことを何度も繰り返して聞くことで理解が深
まったこと、26地区すべてのエリアのゾンシャン方々との出会
いを楽しめたこと等、有意義な時間を持つことができました。

長年の活動からの課題を明確にして取り組んでおられ、また、
歴史的な背景とその因果関係からのご提案は、私たちのこれ
からの行動の指針となりました。多くの資料からの分析を通し
て、わかりやすく示して頂きました。ありがとうございました。

エリアミーティングはやはりゾンシャンが集まってディスカッショ
ンするのが効率的かつ有効と感じました。とはいえ、好きな時
間に繰り返し映像を見られるのはオンラインならではの利点で
もあります。各ＡＤは大変だったと推察します。次回こそ直接
お目にかかって開催できることを祈っております。

パラダイトシフトするための具体的な社会養育ビジョンとして
掲げられた9つの項目のうち、今回は市町村の子ども家庭支
援体制の構築を取り上げてお話くださいましたが、他にも興
味深い項目があったのでより詳しく聞きたいと感じました。

動画を通じて、「どのような状況でも活動を続ける」という先輩ゾ
ンシャンの皆様の強いご意志に触れることができました。来年
こそ三重で皆様にお会いできますことを楽しみしております。

生まれてから６歳までは人生で心の発達に一番重要な時期で
あり虐待で死亡する子供が最も多い時期でもあるという事実と、
虐待の経験は心の中に冷凍保存され決してなくならないという
言葉が心に残りました。法律改正にまで繋げられたことに敬服
しました。

コロナ禍がゾンタの活動におおきな試練を与えたことで、新たな
課題を乗り越えて、オンラインによる講演会やチャリティーバ
ザーなどの資金集めの方法を獲得している逞しさに感心しまし
た。普段、ほかのエリアミーティングを体験することはないのでと
ても勉強になりました。

「コロナ禍で精神的虐待（DVの増加で夫婦がこどもの前で激しい
やりとりの喧嘩をするとこどもの年齢が低ければ低いほどこども
の心の底に深い傷をつける。心のそこに冷凍保存され一生残る。
大人になって何かでそれがDVとしてでてくることもある。）このお
話は聞く者の心に響きました。DVにNOと言いましょう！

ガバナーをはじめ各ADの皆様及び委員の皆様方の短時間に
しっかりとまとめられた活動報告とお人柄も出ていて画面に集中
して拝聴。国際理事として木下彰子様が多くの時間を費やし、確
かな勉強による知識をもって国際ゾンタに向かう前向きの姿勢、
その力強さが画面を通して感じられ、２６地区の誇りと更に認識。

生育期での家庭内子ども虐待、DVなど子供が直接親から身体
的、情緒的、心理的被害を受けるその要因事例そして今後厚労
省の下、児童福祉法と社会的養育ビジョンによって、保護から養
育へと認識が大きく変わる、の基調講演に親子間の葛籐の要因
が、生育期に親の愛情欠如で育った親の養育機能の脆弱。
親子間での愛情と会話がもっとも大切と痛感。

役員の皆様の本音のご挨拶とご発言に大変親しみが湧きま
した。毎年のエリアミーティングは経費節約という意味でのオ
ンライン方式もありなのではと思いました。

加賀美氏の豊富なご経験と理論に基づく講演に大変感銘を
受けました。現在の親子関係の問題点を解決するには地域
社会全体での子育てが不可欠な事。その通りだと思います。
子供は6歳で神経系（心）の発達が大人並みに成長する事な
ど、幼児期の養育の大切さを考えさせられました。

北京で開催された第4回世界女性会議で「人権は女性の権利
であり、女性の権利は人権である」、ヒラリー・クリントン氏の
言葉を引用されていました。ゾンタの使命はまさにここにある
と思わせる言葉でした。教育、識字力の向上、暴力の撤廃、

持続可能な社会を作っていくために、ゾンタの活動が重要だと
思います。

子供の人格形成に欠かせない家庭と社会の協働の大切さ、
安心安全、健康で思いやりのある子どもの養育が必要だとい
うことを再確認しました。

ワークショップで行う予定だった「国際ゾンタを知ろう」の木下
彰子国際理事の実際の活動、時差のご苦労の中、毎回白熱
したWeb会議の様子がお話から想像でき、各委員会の取り
組みを知り、皆様の熱意に敬服致しました。

増え続ける児童虐待や少年犯罪の低年齢化など、問題の誘
因となった背景を高度成長期からの核家族化から歴史的に
追って話され、非常に納得のいくものでした。又、被虐待児
の9割は支援のないまま在宅放置される故の重篤化を問題
視され、地域で子ども家庭支援の新たな総合的な取り組み
を即行されていることに感動しました。

横浜

子ども家庭の現状が戦後核家族化する中で、家族の養育機能の
脆弱性を進行させるのは負の面であるとともに、そこに向き合わな
ければならない若い母親への支援も必要かと思われる。また虐待
を受けた子どもの90％が何らの支援も受けていないという現状は
家庭福祉という観点から行政をはじめとする民間の女性の力を添
えなければならないのではないだろうか。

子どもへの支援という側面からだけでなく、成人してからも種々の
問題を引きずっているのだという認識を改めて思い知らされました。

全体の感想 基調講演の感想
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新しいクラブメンバーとして、国際ゾンタ
の目指す世界・目標・奉仕プロジェクトに
ついてのより深い理解を得、日本地区の
クラブごとの様々な取り組みもより良く理
解することができた。

長年に亘り養護施設を運営され、乳幼児
だけでなく母親の保護、心の健康にご尽
力されていらしたこと、日本は社会的養
育予算が非常に低いことについても抜本

的改革に働きかけされていることなど学
ぶことが多くあった。

クラブ名 イベント

東京I
・11/20 第55回チャリティバザー京王プラザホテルグレースルーム開催準備中安全に接客できるのか11月の開
催日までに状況判断を行う。

横浜 ・8/25 納涼会 ・10/15 地区大会、会長参加予定

東京Ⅱ ・8/19 ZOOM納涼例会。 ・10/15 オンライン 地区大会

岐阜 ・10/15 岐阜グランドホテル会場にて、地区大会の配信を会員全員で視聴することにしました。

松本

・8月例会にて新入会員入会式、AD訪問、会員卓話（会員委員会） ・9月例会にて会員勉強会、アドボカシー委員
会 ・10月例会にて寄付金贈呈式（女性の自立支援・地位向上に向けて活動している団体への支援、次世代を
担う子どもたちへの支援） ・地区大会への参加

山梨 ・10/14 地区大会参加予定

東京GRACE 山梨 群馬

エリアミーティングが開催されなかった
ことは、非常に残念でした。皆様それぞ
れのお立場でご活躍なさっていらして、
素晴らしいなと感じました。私もゾンシャ

ンの仲間入りをさせて頂いて、少しでも
皆様のお役に立てますように、勉強し
てまいりたいと思います。

色々な施設をお持ちでご活躍なさって
いらっしゃる加賀美様、少しでもゾンタ
クラブが、かかわって行けたらと思いま
す。

イベント開催予定のクラブのみ掲載しています。

焼肉例会（群馬）

浅野副ガバナーの会員の増強・資金調
達についてのお話が印象に残りました。
群馬ZCではメンバーの提案により、「3
つの質問」ワークショップを8月に開催、
各自がレジュメを作成・発表し今後の
活動を考える機会と致します。

加賀美理事長のお話は分かりやすく、
保護から養育への過程と現状など大
変勉強になりました。群馬ZCの活動
テーマの一つでもある里親制度の支援
に取組みたいと改めて感じました 。

例会（東京I）
新入会員入会式（松本）

OLミーティングの様子（松本）
お寺で奉仕（三重）

子ども食堂（三重） マーマレード販売（横須賀）

焼肉例会（群馬）

ジャガイモ掘り（横須賀）

女性ネットSayas-Sayaの年次報告会（東京III）

松本大学GZへ活動資金・防災士受講支援金授与（松本）
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クラブ名 活動内容

東京Ⅰ №492/13名
向井優子会長

・6/19 例会仙石山華都飯店 ・7/20 60周年記念例会 ANAインターコンチネンタルホテル東京雲海
1961年7月19日設立した記念に、ささやかにお祝いしました。

横浜 №594/18名
阪井サヤカ会長

・6/9 ホテルニューグランド スターライトルームにて例会、出席者8名 年度会計報告、次年度会計報告、承認
された。国際ゾンタクラブからの規約ひな形を受けて横浜ゾンタクラブの会則とのすり合わせ、確認。今年度の
スケジュール確認。 ・オークション ・7/14 地区大会及び審議事項についての討議、・クリスマスチャリティー
コンサートについて討議。ホテルよりのコロナ禍での現状の対応にについて説明あり。

東京Ⅱ №1071/21名
渡辺碩子会長

・6/3  Zoom理事会（７名） ・6/10  Zoom総会、例会（出席１９名、但し４名の委任状を含む、休会３名）
・国際ゾンタ規約のひな型に沿って東京ⅡZC規約を作成し、東京ⅡZC内規を詳細に確認し決定。
・2020-2021年各委員会年間活動報告及び年間スケジュール、予算案。 ・6/6   JAIWR国際女性の地位協会シ
ンポジウム「国連とジェンダー２０２１」１名参加。 ・7/1   Zoom理事会（７名）
・7/8    Zoom例会（出席１６名、ゲスト１名、欠席３名、休会３名） 恵泉女学園大学GZクラブ アドバイザーの先
生による録画配信と共にGZの活動報告。 ・「４つの国際ゾンタ奨学金」について会員による卓話。

岐阜 №1078/13名
西尾英子会長

・6/11  臨時理事会 総会、新入会員入会式、ＡＤ訪問について
・6/18  理事会、総会、新入会員入会式、例会、ＡＤ訪問 ・7/16  理事会 例会

松本 №1522/42名
山田知里会長

・6/3、7/1 理事会 ・6/11、7/11 フラワーデモin松本参加 ・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
・6/17 例会・第27回松本ゾンタクラブ総会 ・7/8信州岩波講座/まつもと実行委員会、7/30 2021年度総会
・7/15 例会・新会員入会式・松本大学GZとの合同例会（GZ活動資金・防災士受講支援金授与）
・7/18 飯島ADより松本ゾンタクラブオンラインバザー配信

名古屋SORA
№1531/15名
榎本和会長

・6/16  総会、例会 ・6/27  役員理事会 ・7/21  例会
卓話「あいち男女共同参画における男女共同参画社会づくりの取り組み」
講師：専務理事兼事務局長 各務元浩様

かながわ
№1598/10名
今村令子会長

・6/22 新年度総会・理事会 コロナ禍が続く今年のクラブ運営について会議
・7/13 例会・理事会 当クラブチャーターメンバー廣瀬会員のお嬢様（廣瀬敦子様）が日本人初の国際条約の
ECT（エネルギー分野の投資と貿易ルールに関する国際条約）事務局の副事務局長に就任されたと外務省より
発表された。廣瀬敦子様は2018年横浜での国際大会の折は来日中で当クラブは大変お世話になりました。女
性の地位向上を体現されていらっしゃる存在として、後日お話を伺う予定です。

横須賀 №1665/6名
臼田君代会長

・6/4 東京ⅢZC卓話会「女性ネットsayasayaの活動」 ・6/5 理事会
・6/13 子育て支援じゃがいもほり（駅前県有地）コロナ禍で一人２株の制限 ・6/15 例会（ヒトデプロジェクトの
寄付先の検討、UNWomenロヒンギャ難民キャンプ火災の緊急支援ほか）横須賀市総合福祉会館

・6/16  ヒトデプロジェクト申込み１９日（土）ヒトデプロジェクト到着 ・6/28  ヒトデプロジェクト（逗子市社会福祉協
議会フードドライブ事業へ贈呈） ・7/8  ヒトデプロジェクト（逗子福祉会館）貧困家庭への食料品支援箱詰め作
業 ・7/11  久木交流会朝市（久木会館）焼き菓子、ママレード、ジャガイモの販売
・7/20  例会（地区大会審議事項、国際会長のアンケート、奉仕委員会のスコアカード、名簿訂正）

東京Ⅲ  №1677/9名
片桐典子会長

・6/4 6月例会及びNPO法人女性ネットSaya-Sayaの年次報告と交流会（26名） ・6/24 7月卓話登壇者との打ち
合わせ及び臨時例会開催 20周年記念会報について ・26地区ヒトデプロジェクトを各支援団体へご案内し、
ガバナーよりお送り頂いた。 ・7/8  7月例会 ・7/19 設立20周年記念卓話シリーズVol.4【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…～ 講師：小山修氏（33名）

群馬 №1890/6名
片岡仁美会長

・6/2 Zoom例会 ・6/16 Zoom理事会 ・6/27 例会、新入会員歓迎会（対面）
・7/19 東京III設立20周年記念卓話シリーズVol.4参加(5名）
・7/31 GTT Vol.5 群馬県性暴力被害者サポートセンターSaveぐんま相談員 青木知子氏

山梨 №1939 /16名
浅川利恵子会長

・6/10 役員会 ・6/11 社会福祉法人立正光生園訪問、山梨県きずな会、乳児院ひまわり訪問
・6/17  2020年総会、6月例会 ・6/25 日本航空高校Zクラブ訪問、お菓子を寄付した。
・7/6  早野組、株）ネッツトヨタ山梨訪問 ・7月役員会、例会オンラインにて開催 ・7/19  東京Ⅲゾンタクラブ設
立20周年記念Zoom卓話1名参加 ・7 /31  群馬ゾンタクラブZoom卓話1名参加予定

三重 №1971/28名
丸山淳子会長

・6月例会終了後、第18回研修会（株）うつべ農園代表上(かみ) 麻理(まり)先生による講演会『 食育や子ども達
の未来を考えるボランティア活動 』 ・7/18 母子寡婦福祉会主催の子ども食堂のお手伝い。安養寺というお寺の
拭き掃除の奉仕後、皆でお弁当を頂き、住職さんの法話を聞くという貴重な経験ができました。

東京GRACE 
№2012/17名
髙橋真理会長

・6/8  例会リモート/Zoomにて *国際本部より認証状・備品の送付 *事業計画・クラブ名表記について

*会則及び内規について *クラブ旗について ・6/15理事会リモート/Zoomにて 7/13例会リモート/Zoomにて
ヒトデプロジェクトについて 、*支援先について *認証伝達式について ・7/20 理事会リモート/Zoomにて

クラブ活動報告

日程

東京I 8/月休, 9/20, 10/19 松本 8/19, 9/16, 10/21 東京III 8/6, 9/3 or 10, 10/8
横浜 8月休, 9/8, 10/13 名古屋SORA 8/29, 9/15, 10/20 群馬 8/3, 9/7, 10/5
東京II 8/19, 9/9, 10/21 かながわ 8月休, 9/14, 10.12 山梨 8/19, 9/16, 10/21
岐阜 8/20, 9/17, 10/15 横須賀 8/17, 9/21, 10/19 三重 8/20, 9/17, 10/15

東京GRACE 8月休, 9/14, 10/12


