
始めに
　エリア１の皆様大変お世話になっております。
　エリア通信第８号が完成致しました。いよいよ２６地区第16回地区大会も近づいてまいりました。
コロナ禍のため、地区大会は今までにない、書面決議という形での開催、実施になります。大
会までの諸手続きにつきましても、各会長はじめ会員の皆様には、ご理解、ご協力頂きましてあ
りがとうございます。この度の審議事項に、多くのクラブの皆様からご意見、ご質問を頂き、地
区大会への皆様の関心度の高さを感じます。
　また皆様方へ、岡澤ガバナーより丁寧に対応していただき、今後の国際ゾンタ奉仕活動に繋ぐ
為の、強いエネルギーを感じました。私達は地区大会の結果が今後、ゾンタのあり方にどう影響し、
反映されるかを見極めながら、益々アンテナを高くして活動をフル回転していかなければなりま
せん。
　ゾンタクラブ会員の皆様全員で、会長を中心に新しい未来をきり開くパイオニアとして、心を
一つにして歩んでまいりましょう。
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News letter8News letter8

（令和3年5月5日逝去）

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

●いらっしゃいません。

エリア通信エリア通信

仙台Ⅰ

謹んでご冥福を
　　　　お祈り申し上げます
福島ゾンタクラブ 齋　藤　久美子 様副会長 奉仕委員長

■福島ゾンタクラブ 山川多美子会長のコメント
長年にわたり、一緒に活動してきた仲間でい
らっしゃった。
受け入れるまでは、時間がかかりそうです。

※ご報告が遅れました事をお詫び申し上げます。

・会長・
才田いずみ
・会員数・
30名

8/  9 国連・国際、奉仕、監事 合同委員会
8/17 （昼）アドボカシー、会員、広報 合同委員会
 （夜）財務、企画 合同委員会
8/19 児童養護施設ラ・サール・ホーム訪問（会長・副会長）
 8月は例年通り例会は無し。委員会ごとに会合を持ち会長・副会長も参加。
 委員会の再編、会員増強、チャリティイベント等について話し合った。
9/ 7 9月役員会
9/21 例　会
 　昨年度のYWPA 地区賞賞状伝達、地区大会審議事項の審議

●各エリアへの一斉配信等
● 26地区理事会（リモート会議）月２回　
　　9/14.8:00.PM
　　9/30.8:00.PM
● 浅野副ガバナーと4ADの話し合い（会員増強について）
　　9/8.8:00.PM
● 地区大会参加予定 
　10/14.10/15.滋賀県大津市　琵琶湖ホテル　にて



●「2か月間を振り返って」

●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

　９月例会では、地区大会に関する審議のほか、コロナ
のためずっと延期になっていた昨年度の YWPA地区賞受
賞者、後藤早苗さんへの賞状伝達を行った。宮城県宮城
第一高校出身の後藤さんは、お茶の水女子大学２年在学
中。申請に関わってくださった母校の穀田先生、島倉先
生とおいで下さった。仙台Ⅰに多数在籍する後藤さんの母
校の先輩だけでなく、会員一同、若くて優秀な後藤さん
の今後の成長を楽しみに感じた一夜であった。

　９月例会が又々、休会になったことは大変残念に思います。
　しかし、広報委員会が、HPをリニューアルし、ゾンタ会員増強のためにいかに発信すべきかを考
えて行動してくれています。
　若い人にいかにアピールできるか、模索中ですが、是非、HPに訪問してください。

・会長・
小林八重子
・会員数・
20名

8/ 4 理事会
 地区大会審議事項について検討
8/18 第 562回例会
 ・地区規則の改定案については回答期限の都合上理事会一任
 ・各委員長より今後の活動予定を報告
9/ 1 理事会（テイクアウト）
 ・地区大会審議事項や地区役員立候補者の検討
 　疑問点などをガバナーに添付して報告することとなった
9/15 例　会……感染症拡大につき休会
9/16 広報・奉仕・アドボカシー・会員委員会委員長合同会議
 12/5蔦屋書店でのイベントの為各委員会が市民にアピールすること等を検討
 広報委員会のHP更新状況報告

　コロナ禍にあって８月は定例会実施を断念して夏休みにしました。
　９月定例会にて、対面でのミ―ティングが実施できて、改めて会員とその家族の無事を確認しました。
地区内の諸検討事項を会員間で共有するためのオンラインでのツールの工夫 &活用が急務になってき
ている昨今です。

・会長・
中野わか子
・会員数・
4名

8/21 公開講座「婚姻と姓」講師：水野紀子氏 参加１名
8/26 東京ⅢZC堀本惠美子会員仙台展覧会見学 参加１名
9/12 ９月定例会「地区決議事項について」 出席率 75%
9/25 公開講座「現代産業社会とジェンダ―」
 講師：遠藤恵子氏 参加１名

　９月2１日例会において卓話を開催しました。札幌アイリス ZC、
会員の友人をお招きしました。講師山中燁子先生にお願いし「世界
の女性リーダーとの交流から」をテーマに、山中先生の国際政治
に活躍したお話しをお聞きしました。コロナ禍でなかなか体験でき
ない時間を30数名の出席者の方々と共有し有意義な時間でした。

・会長・
酒勾桂子
・会員数・
16名

8/10 理事会　　地区大会、卓話企画、チャリティーコンサート
８/17 例　会　　地区大会、卓話企画、チャリティーコンサート
9/14 理事会　　地区大会、チャリティー企画
９/21 例　会　　チャリティー企画、卓話の開催
 　　　　　　　　　卓　話　

スピーチをする2020年度YWPA地区賞
受賞者 後藤早苗さん
スピーチをする2020年度YWPA地区賞
受賞者 後藤早苗さん
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●イベント案内

盛　岡

札幌 IRIS

秋　田

　コロナ禍における地区大会なので大変困難な作業をされていることは重々承知なのですが、意見の
場がなく共通の認識を持てず、結論のみの投票で決まることに不安を覚えている。出来るならば地区
理事、クラブ会長、審議事項提案者とでのＺＯＯＭ等での説明などがあってほしい。

10/20　外国人による日本語スピーチコンテスト
　 　　　　（ただし各大学でクラスターも出ているので、応募者6名
　　　　　未満の時は中止）

【8月ミニオークション】
　コロナで無活動故、収入源がなく毎回例会でミニオークション。
今回は県独自の緊急事態宣言が出て、10 月のイベントも感染対
策の細心の注意を払いたい。

・会長・
柴田和子
・会員数・
17名

8/11 例　会：スピーチコンテストについて
 　　　　感染拡大の対処法の検討
 　　　　エレベータースピーチの内容検討
 　　　　コロナ中で2 つの内容もゾンタの活動を知らしめる為にはどうすれば良い

か、報道関係をうまく利用
8/24 理事会：県独自の緊急事態宣言が出て、中止。
9/  8 例　会：スピーチコンテスト
 　　　　エレベータスピーチの内容確認
 　　　　ガバナーメールの徹底
 　　　　スピーチコンテストは無観客で、応募者 6人以下の時は中止。
9/29 理事会：スピーチコンテスト
　　　　　　　　地区大会について

・会長・
岡部文子
・会員数・
10名

８/ ５ 理事会：地区大会審議事項、会員増強
８/21 例　会：ZOOM例会、地区大会審議事項・国際寄付について・会員増強
 　　　　地区大会で毎回国際に寄付をしているので、１０月に寄付をすることに決定
９/ ６ 理事会：ＺＯＯＭ：地区大会審議事項等
９/13 例　会：ＺＯＯＭ：地区大会参加確認・審議事項最終確認
 　　　　審議事項の提案者にクラブとしての質問意見を提出（返答有）
９/２１ 札幌Ⅱゾンタクラブ主催卓話　参加４名
 　感染対策が徹底され、内容も充実したお話しであり、久し振りで他クラブの方と

お会いできて嬉しかったです

・会長・
佐藤康子
・会員数・
10名

8/ ８　 理事会・例会　①ガバナー通信8月号、エリア通信8月号の学習
 　　　　　　　②ゾンタニュース7月号の学習　
 　　　　　　　⓷第16回地区大会　Part1　案件の4件について検討
　　　　　　　　　　　④７/10 開催秋田ゾンタクラブスペシャルチャリティコンサート事後
　　　　　　　　　　　　のチャリティ対象について協議　その他　　　　　7名出席
 　連日の猛暑を逃れて初めての移動例会。秋田市郊外の秋田県健康増進交流セン

ター「ユフォーレ」会議室で開催。気分転換になって意見交換がスムースに進行
した。

8/28 ABS 秋田放送 24時間テレビ支援
9/ ２ チャリティコンサートのチャリティとして秋田県災害遺児愛護基金事業へ寄附
 　コロナ禍のため入場者の確保が困難であったが、寄附支援できたことが成果で

あった。
9/１２ 理事会・例会　①地区大会役員立候補者選挙演説の動画配信及び補助説明の配信
 　　　　　　　②地区大会の概要と選挙のし方の説明
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福　島

山　形

山　形

・会長・
佐藤康子
・会員数・
10名

 　　　　　　　⓷会員増強のための取り組み　
 　　　　　　　④ゾンタ奨学金候補者
 　　　　　　　⑤ヒトデプロジェクト支援対象の検討
 　　　　　　　⑥ゾンタニュース8月号学習　　　　　　7名出席
 　　動画配信に対応するための能力開発と設備環境の整備の必要性について話し

合う。例会場で利用できる環境が整っていないので全員が共有できない悩みがあ
ります。

・会長・
山川多美子
・会員数・
11名

8/20 休会
9/17 理事会・例会 新型コロナウィルスまん延防止等重点措置実施のため中止　

地区大会に向けて準備

　長引くコロナ禍の中、ワクチン接種も進み、少しずつ持続的な活動が出来るようになるかと思っ
た矢先、まさかの蔓延防止防止等重点措置。例会中止で、中々持続的な活動が出来ず残念です。
地区大会が迫っており、会員とはメール、電話等での連絡。近況報告を兼ての「おしゃべり」。郵便、
FAX,メール、電話（なぜか懐かしさ）等の有難さの再認識。これからも変わらず前向きに柔軟かつ
多様な活動をしていきたいものです。

　9月26日、秋田ノーザンハピネッツ株式会社が企画した子ども
食堂開始プレイベントに、ヒトデプロジェクト無償配布の歯磨き
セットを提供し、ゾンタを知ってもらうきっかけをつくった。同社
の若い担当者がよく理解して行動してくれたことが、子どもたち
のためにもなり、今後相互に連携し活動を発展できるのではない
かと考えています。

・会長・
森　　睦
・会員数・
15名

（内２名が休会中）

8/ 5 例　会
8/11 イオンの黄色いレシート活動
8/19 理事会
8/21 チェリアフェステバル実行委員会参加
9/ 2 例　会
9/ 3 天童市社会福祉協議会にマスクと歯ブラシ寄付
 　　天童市社会福祉協議会を通して
 　　ひとり親学習支援「こども食堂」に手渡し
 　　天童市母子寡婦福祉連合会　佐藤会長より感謝の
 　　お電話を頂戴
9/11 イオンの黄色いレシート活動
9/14 さんさんクラブ様に空き缶を寄付
9/16 理事会

10/2・3　山形県男女共同参画センター フェスティバル
 　3日の午後から会場でバザーを行う。
 　コロナ禍で、昨年は中止でした。今年度は感染に十分配慮して行われるフェステ

バルです。会員みなさん励みましょう。

天童市社会福祉協議会に
松村・山口・森の3名で訪問


