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いくつかの水たまりを残して梅雨が駆け抜けてしまえば、しめった風の背中越しに君の好きな夏が来ます    

と、さだまさしは歌いました。（「ほおずき」） 

その夏がやって来ました。オリンピックも始まりました。 

ついこの前まで、オリンピック断行に抗議していたリポーター達が、今度はオリンピックの感動を伝えていま

す。不思議な夏です。 

ふと、昔見た、竹中直人のギャグ「笑いながら怒る人」を思い出しました。 

コロナは過去最高。安心・安全のオリンピックは何処へ行った～？？？と叫び、いかに開催に反対していて

も、開会式の設営に感動、中国凌ぐ卓球ペアに感動、「やっぱりお兄ちゃんも強かった～」でまた感動。アスリー

トの死闘に感動するばかりです。 

そこで思いました、2021年夏の日本は「感動しながら怒る人」達ばかりになるのかもしれないなと。(笑) 

 

まず、2か月を振り返ります。 

●総括するなら「エリアミーティングの配信」「ヒトデプロジェクト第一弾スタート」「地区大会方針決定」「地区大

会での次期候補者探し、審議事項提出」に尽力した 2か月だったと思います。個別に見ていきます。（○はそれ

以外です。） 

 

●エリアミーティングの報告書送付と動画配信（6/10-7/10）を致しました。現在、保存版として CD作成中で

す。追ってクラブにお届け致します。AD の努力の甲斐あり、エリアミーティング感を味わって頂けたことと存じ

ます。対面開催に向けて製作準備されていたエリア 2のバッグも完売でよかったです。 

 

○残念ながら、「設立準備中：茨城クラブ」は今後のコロナ禍で見通しがつかず、いったん SOM委員会（松本

ZC）が解散されることになりました。世の中が落ち着き、茨城の方々の設立を願う熱意が再び高まることを期

待しております。 

 

〇そっとお知らせ。東京 GRACEゾンタクラブ認証状伝達式は 2022年 4月 2日に行われることになりそう

です。（正式にはクラブ発表を待ちます。） 

 

○YWPA応募者地区代表として国際に送った神戸クラブ推薦のリンインシLinYun-Tzu（カナディアンアカデ

ミー高校2年生）は残念ながら国際賞には及びませんでした。地区賞受賞となりました。おめでとうございます。

YWPA委員長と神戸クラブとで授賞式が開催出来るといいですね。 
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●6月29日に第16回地区大会（大津）の方針を決める為、26地区役員・理事・委員長等Team Starfishメン

バーに、国際理事、顧問にも加わって頂き、ソーシャルディスタンス会議を琵琶湖ホテルにて開催致しました。

その結果をクラブ配信いたしました。（確認です） 

第16回地区大会については、 

①2021年 10月 15日（金） （オンライン） 

PART1 「任務」 ＝審議事項、2022-2024予算案承認、選挙等   

②2022年 6月 11日（土）  （対面） 

PART2 「集い」＝パーティ、メモリアルサービス、交代式等 

いずれも国際代表として木下彰子国際理事をお迎えする。（シャロン国際会長の名代として国際会長が決定。） 

 

●第 16回地区大会（大津）Part1に関して 8/1付で、下記を全クラブに送付致しました。 

①26地区手続規則 2021年改正案     ②審議事項：6件の審議事項と提案理由    

③承認事項：2022-2024地区予算案   ④選挙：次期役員・理事・指名委員候補者 

②の審議事項については 13件の提出がなされ、いかにゾンタのこと、26地区のことを皆様が熱心に考えて頂

いているのかを知り、理事会で感動致しました。その中で、地区大会で採用する審議事項を吟味させて頂き、

取り上げるものとお断りするものを決めました。（つらい作業でした。）提案頂いたすべては、要望として深く受

け止め、忘れないで進みたいと思います。④選挙に関しましては、難航した候補者選びに最後までご尽力くだ

さった指名委員会と、勇気をもって立って下さった候補者の皆様に心よりお礼申し上げます。 

 

〇岩手県山田町で育った子供達が、地元に働く場がない為町に戻れないこと、漁業者になって海産物を採っ

てもそれが様々な理由で買い叩かれていること等に危機感を抱いたゾンタハウスの責任者達が、ハウスの運

営をしながら、寝る間を惜しんで牡蠣の燻製を作り、その組織を「スモークラボ香屋
か や

」と名付けました。品質や味

にこだわり試行錯誤をし、とても美味しくなっているそうです。よろしければお試しください！℡070-8473-

7833（これはゆかりの地の品の紹介であり購入を促進するものではありません。） 

 

〇東京ⅠZC 60周年。神戸ZC 40周年、札幌ⅡZC 35周年Anniversaryのお祝いメッセージがシャロン

国際会長から届いています。おめでとうございます。 

 

〇訃報です。国際翻訳委員 関紀美子様（東京ⅡZC）が 7月 10日に眠るようにお亡くなりになりました。94

歳でした。国際委員とはいえ、Team Starfish のメンバーとしても好意的かつ積極的に翻訳をして下さいま

した。（ここしばらくは矢﨑委員お一人が、関委員をねぎらいながら両名の名を連ねて翻訳をして下さっていま

した。）人間的にも温かい方でいつもニコニコされていて、林パストガバナーが彼女のことを「マリア様」と呼ん

でおられたと漏れ伺っております。まさしくゾンシャンであられました。心よりご冥福をお祈り致します。（現国際

委員会委員につき、お悔みを載せさせて頂きました。） 

 

〇関国際翻訳委員のご逝去に関し、シャロン国際会長からお悔やみのお言葉と、女性財団へのご寄付を頂い

ております。お悔み文に添えて、チリのRegion South America's Conferenceで関さんと一緒に写った

写真も送って来て下さいました。寄付には次のメッセージが添えられておりました。My sincere sympathy 

in the passing of Kimiko Seki. It was a privilege for me to meet Kimiko in Chile in 

2015. She was a very dedicated Zontian. Warmly,Sharon 
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●ヒトデプロジェクト第一弾の申込受付を6月初旬から開始し、7月31日の発送をもって終了しました。毎日

続々とやって来る申込に嬉しい悲鳴を上げ、いつの間にか「大津ZCヒトデ配送三人組」というチームが出来ま

した。配送を一手に手掛けてくれる大津ZCの「鳥嶋・横野・磯野」さんで、第2弾以降配送も頑張ってくれる予

定です。 

第一弾報告として、副ガバナーと磯野さん（三人組の一人）が日本地図に纏めてくれましたので、まだ制作半

ばの不完全なものではありますが、目で見る「ヒトデプロジェクト」を載せてみました。第二弾からの地図にはも

っとヒトデが増えるようにとの願いを込めて、もっと分かりやすく説明していくつもりです。今しばらく案内をお

待ちください。それから、第二次のヒトデプロジェクトへの寄付も温かい善意をどうぞ宜しくお願い致します。

（決して寄付促進ではありません。）     

                             2020-2022 26地区ガバナー 岡澤則子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区大会について、ソーシャルディスタンス緊急会議（6/29）の様子 
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国  際  の  窓 
－ TOKYO 2020 の真っ最中 － 

 

コロナの終息が見えない中、東京オリンピックが始まりました。受け入れ側は不祥事の連発で、それでなくても

停滞日本のイメージが更に下がるような恥ずかしい事態が多すぎた気がしますが、選手たちには持てる力を最

大限発揮して楽しんで欲しいと願っています。 

 

さて、国際ゾンタでは地区大会の季節が始まろうとしています。今期は全地区の半分がオンライン開催という

事になっているようです。26地区は岡澤チームの英断で 10月 15日に決議事項のみ。来年の 6月 11日に、

講演、表彰などのイベントを行うという 2部制をとることになりましたね。 

 

理事達もリエゾン地区の大会には参加できないという事態が多々発生しており、私は担当の 10・11地区（アメ

リカ）には今の状況では参加は無理だということで、シャロン国際会長とマリ国際書記・会計が行ってくださるこ

とになりました。かろうじて 20地区（フィンランド）には現時点では行けそうです。シャロン国際会長の訪日も

難しく、26地区の大会には国際代表として不肖木下が参加させて頂くことになりました。 

 

世界大会の準備も進んでいます。来年 6月にハンブルグで開催される世界大会はハイブリッド。それ故に凄ま

じいコストカットが行われています。まず会議は 1日短縮、コンベンションバッグ廃止、コーヒーブレークのクッ

キー廃止、投票は機材ではなくスマホで、レセプションに代わるホームビジット等々。 

ＶATと呼ばれる日本の消費税にあたるものが 19％全てにかかることや市

庁舎のような公の会場での飲食に関しては、「参加者からは料金を徴収して

はならない」という規則があることもチャレンジングな要素になっています。 

 

ところで皆様、唐突ですが、国際ゾンタの遺贈システム「Mary E. Jenkins 

1919 Society」というものをご存知でしょうか。これも私が担当している「基本財産委員会」が担当しているも

のですが、松崎財団大使から詳しいお知らせが届くと思います。「これに登録すると 20年長生きする」という

ジンクスもあります。（笑） 

 

私は相変わらず理事会、臨時理事会、加えて毎週 3～4つの会議。それらのスケジュール管理、準備する資料

の質と量に少々振り回され気味ではありますが、26地区の皆様のお顔を思い浮かべ、背中を押して頂きなが

ら頑張っています。 

 

夏は休暇の季節。こんなに忙しい中で、次々に休暇を取られる欧米の理事や事務局スタッフ達。普段の仕事量

の凄まじさを考えるとその切り替えこそが、エネルギー源なのであろうと大変良い勉強をさせて頂いています。

今後は彼女たちの生き方を大いに見習いたいものです。 

国際ゾンタおよびゾンタ女性財団理事  木下彰子 
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委 員 長 便 り 

 

 

□ コロナ禍にあって国際本部のスタッフは在宅で仕事をしており、世界中から届く何百通ものメール対応に

日々追われているそうです。郵送、FAXによるコミュニケーションは対応が後回しになり、驚くほど時間が

かかるようになりました。残念ながら今後もこの状況が続くことが予想されます。年度の切り替えに当たり、

多くのクラブがオンラインによる登録／国際会費支払い手続きに挑戦してくださいました。勝手がわからず、

ご苦労されたことと思います。無理！ついていけない！等々の悲鳴も聞こえますが、諦める前にご相談くだ

さい。お手伝いさせていただきます。 

副ガバナー/会員委員長 浅野万里子 

 

□バイローズ委員長をお引き受けし、やっとバイローズが出来上がりました。これには、関紀美子様、矢﨑和喜

子様の多大なる協力を得ました。世界大会が対面で開かれなかった事でなかなか大変でした。 

しかし、岡澤ガバナーの素晴らしいお考えのもと、コンパクトなものが出来上がりお役立ていただければ幸

いです。 

 26地区バイローズ委員長  榎本 和 

 

□7月 10日付で 26地区Ｚ＆ＧＺクラブ アドバイザーの方々に 10月開催の地区大会がオンラインになり 

これまで行われてきた「Ｚ＆ＧＺクラブサミット」がないこと、2022年 6月に対面での開催が予定されている

ことをお知らせし、2021年度役員名簿、2020年度活動報告並びにアンケートの一覧表をお送りしました。

（各クラブからの追記・訂正の連絡を待ち、その結果のまとめを 8月初めにスポンサークラブ等に送る予定

です。） 

7月 2日の国際のニューズレター6月号に 「各国の Z＆ゴールデン Zクラブの活動についての紹介」が特

集されていますので、アドバイザーの皆様にお知らせします。 

Z&GZクラブ委員長 真鍋芳美 

 

 

□本年度も起業家を目指す若い女性へ贈呈する JMK奨学金の募集要項が整いましたらご連絡いたしますの

で、沢山のご応募をお願い申し上げます。  

 JMK奨学金委員長 松本美智子 

 

 

□関連大学施設からの連絡は、募集要項を発送直後に、２件の問い合わせ（広島大学の事務局と横浜の希望

者）が、ありました。その後は、何もありません。９月に候補者が見つかるようご協力、お願いします。 

 

WIT奨学金委員長 内藤惠子 
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ヒトデプロジェクト第一弾 
 

 

※第一弾 2021年 7月 31日完了 

（記載事項の加筆・修正はお知らせください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

目で見る「ヒトデプロジェクト」  

Ⅱ） ２６地区ヒトデプロジェクトへの寄付 

 

第二次 

★寄付金★       490,000 円   (7/31現在)    

（2021.6.1～）      クラブ寄付:  350,000円 

                      個人 寄付:  140,000円 

 

★累計額 2,710,360円（2021.3.25～） 

 

【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。     

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★     275.5 口  551,000 円     

（2020.10.28～2021.7.31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 
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編 集 後 記 

 

夏を愛する人は 心強き人 岩をくだく波のような ぼくの父親～    と 荒木とよひさは歌いました。

（「四季の歌」） 

夏が大好きな真夏生まれの私。父にＢirthday を祝って貰えなくなって 16年。花火を見上げては 

大好きだった父を思い出す。 

対面開催なら、琵琶湖に ZONTA花火を上げたかった、大津祭の深いところを案内したかった。 

はははっ、いつまで言っても仕方ない。オンライン開催にエネルギー全開しなければならぬのに、笑っ

たり、怒ったり、感動したり、ワクチン打ったりの複雑な夏！！ 

今日は先程、全クラブに「地区大会Ｐart1 お知らせ」を出したばかりで、もうガバナー通信書く力残っ

てないよ（今月は止めておこう）と叫びながら、やっぱり書いている小心な私。もうとっくに 8月 1日に 

         なっている。出来の悪さをお詫び致します。 
 

Ｇ                                                 

 

 

 

 

  

 

 

             アップで失礼！ 

ソーシャルディスタンス緊急会議を終えて、つかの間、マスク無しのひとときを。 

10月 15日（金）第 16回地区大会（大津）Part1でお会いいたしましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       


