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TV は、
「自民党総裁選」で賑わっております。国際ゾンタバイローズ第Ⅲ条第 1 項により、ゾンタは
無党派、無宗教であること。故にコメントは差し控えますが、誰もが様々な持論のもと、政治評論家と
化しているここ数日です。 高揚し熱っぽく語る岸田新総裁を見つめ、
「日本は何処へ行くんだろう」と
考えながらもどこか覚めていて、「ふみきゅんって誰だ～？」「そういえば高市早苗さん（政調会長？）
は元ゾンシャンだったなぁ」と朧気に思い出す、秋の深夜であります。もう月が替わりました。
今頃また書いています。偶数月の初めは、ガバナー通信のみならず色々重なって、まるで連載を何本
も持っている作家の気分です(笑)。
今号は、差し迫った第 16 回地区大会に特化して書きます。すでに何度もクラブ配信をしています。不
細工なビデオメッセージも流してきました。「今までとは違う地区大会」ご理解していただいているで
しょうか？
●8/1 に「26 地区手続き規則 2021 年案」
「承認事項（2022-2024 地区予算案）」
「審議事項（6 件の審議
事項と提案理由）
」
「次期地区役員・指名委員選挙候補者」をお届けしてあります。
「手続き規則」に関し
ては既にクラブからご承認いただいており、10/15 の地区大会に向けてあと三つ「承認事項」
「審議事項」
「選挙」にクラブ投票を頂くことになっております。その為の一式（投票用紙、封筒、返信用レターパ
ック）を 9/1 にお届け致しました。同時に候補者演説も YouTube で配信致しました。また、
「審議事項」
における質問や意見は私がビデオでお伝え致しました。後は 10/1-10/10(消印有効)の投函が待たれるば
かりです。
●クラブで十分に話し合って下さったでしょうか？例会がクラブの最終意思決定機関です。不十分だ
と思われるクラブは 10/10(消印有効)まで再度討議下さるようにお願い致します。これからの 26 地区が
かかっております。必ず全クラブがクラブの意思を提出して下さるようお願い致します。
●以下はこれからのスケジュールと当日 10/15 のプログラムです。地区大会の開始時間を 30 分遅ら
せます。
開場 13：30、開会 14：00 に変更することに致しました。プログラムをよくご覧ください。
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第 16 回地区大会

Part1

10 月 15 日（金）

スケジュール

プログラム
会場：琵琶湖ホテル 『瑠璃の間』

13：30

開場

司会

14：00～

開会挨拶

ガバナー

国際会長メッセージ（動画）

国際会長

伊東

信子

岡澤

則子

第16回地区大会（大津）Part1に向けて、
10/1

金

←地区大会申込締切日（登録料振込期限10/4(月)）
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投票用紙返送開始（10日消印有効）
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14：00～ 実行委員会

朗読

Sharon Langenbeck, Ph.D.

副ガバナー

浅野 万里子

国際ゾンタ代表挨拶並びにプレゼン

国際理事

木下

財団大使の時間

財団大使

松崎

恭子

2022 世界大会について

国際理事

木下

彰子

地区会計

笠原

芳子

彰子

報告事項
①2018-2020 地区会計決算報告
【予定】

オンライン参加URL送信

14：00～予行演習

＆

＠琵琶湖ホテル「瑠璃の間」

18：00～夕食会（要予約）

②2020-2022 地区会計中間報告

冊子郵送

12時 理事会

15：00～15：30

14：00～17：00 第16回地区大会（大津）Part1 ＠琵琶湖ホテル「瑠璃の間」
💻

15：30～

LIVE配信有り 💻

18：00～夕食会（要予約）

休憩－この間 Z クラブ日本航空高等学校の和太鼓演奏の動画等－

＠琵琶湖ホテル

郵便投票について

パラメンタリアン

安田

倶子

岡澤

則子

―大会会議規則にかえて―

＠琵琶湖ホテル

開票・結果発表

発表

ガバナー

◎承認事項

承認事項委員会

2022-2024 予算案
◎審議事項

審議事項委員会

①26 地区理事会案 / ②指名委員会案
③Z&GZ クラブ委員長案
④豊田由起子(東京Ⅱ)案/⑤北九州 ZC 案
⑥東京Ⅰ・群馬 ZC 案（共通）

◎選挙

選挙管理委員会

2022-2024
ガバナー／副ガバナー／会計
エリア１AD／エリア２AD
エリア３AD／エリア４AD
指名委員 3 名

●選挙に関して再度確認です。

結果報告

ガバナー

岡澤

則子

16：5０

閉会挨拶

地区大会実行委員長

隅田

友子

17：00（予定）

閉場

・ガバナー、副ガバナー、会計、エリア 1AD、エリア 2AD、エリア 4AD⇒候補者に○か✕かを付けて下さい。
（白紙は無効）
・エリア 3 AD⇒候補者のどちらかに○を付けて下さい。（白紙、双方に○、双方に✕は無効）
・指名委員⇒候補者の内、3 人（以内）に○を付けて下さい。（白紙、4 人に○、5 人に○は無効）
●対面 or オンライン参加申込締切日は本日 10/1 です。これ以降はプログラム名簿にお名前を載せることが
出来ません。悪しからずご容赦ください。
●ところで、この状況下にて開催する今回の地区大会は必要最小限の「エッセンス」のみであります。これを
我々は「骸骨

Gaikotsu」と呼んでいます。余分な脂肪も、装飾品も、着飾るドレスも何も持ち合わせていま

せん。（まるで私です。） どうしても省けない、地区大会として不可避なもののみに内容を絞っています。「味気
ない」と思われるかもしれませんが、とにかく精一杯やりますので、諸般の事情をご理解下さいますようお願い
致します。後のこと(肉付け)は Part 2 で行いたいと思っています。
以下、地区大会以外です。
○9/4 北九州 ZC 創立 30th 記念を迎えられ、国際ゾンタよりお祝いのメッセージ届けられました。記念式典
は 10/30 の予定をされております。
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○Welcome to Zonta p27「Important Zonta Dates」をご覧ください。10.11 月は、国際ガールズデー
に始まり、国連デー、国際ゾンタ創立記念日、「Zonta Says No！」期間と続きます。
国際ガールズデーに関しては、国連ウイメン日本協会理事木下彰子氏から「国連ウイメン日本協会」主催のイ
ベントが届いていますのですので、別途すぐクラブ配信致します。また「Zonta Says No！」キャンペーンに関
しては、和田津国連委員長の委員長便りをご覧ください。また北九州 ZC では、西南女学院大学 GZ と一緒
に、小倉城をオレンジ色にライトアップし、その近くで行われるイベントで「Zonta Says No！」に関する展示
を行い、世界中の女性から集めた女性へのエンパワメント及び暴力反対のメッセージビデオを作成し、上映し
ようと考えておられます。国際ゾンタの HP に掲載されています。
https://zontasaysno.com/2021/09/07/zonta-club-of-kitakyushu-and-seinan-jogakuin-university-golden-z-club-plan-local-zonta-says-no-to-violence-againstwomen-exhibit/
また、ゾンタはオレンジ！ですが、日本では女性に対する暴力根絶のシンボルカラーは内閣府の HP にも紹介
されているようにパープルです。名古屋 SORA がオリジナルのパープルリボンを作成、販売し、広報・啓発活
動のために頑張っておられます。
○その他、委員長便りが今回たくさん来ていますのでよくご覧ください。
2020-2022 26 地区ガバナー 岡澤則子

国 際

の

窓

－ あと 9 か月 －
賛否両論、悲喜こもごもの内に開催された東京オリンピック、パラリンピックも終わり、それに伴いコロナ第 5
次の波が大暴れしましたが、やっと収束の兆しが見えているようで、次はいつまた来るのだろうかと心配しつつ
も少し安堵しているのは私だけではないのではないでしょうか。

32 の地区と地域の中で開催されている「地区大会」は「対面」「ハイブリッド」「オンライン」の 3 種類の展開で
す。当初対面開催の予定が刻一刻と減少し、現時点では 12 地区のみ。26 地区は初めての郵便投票を主と
する「ハイブリッド」開催。チーム岡澤は準備がさぞかし大変であろうと拝察いたします。

私は担当地区である D10、D11、D20 にはすべて出席不可能。理事のほとんどはコロナで動けない状況にあ
るので、担当以外の理事が代理出席することになっています。D26 は本来ならば Sharon 国際会長がご出
席くださる予定でしたが、不詳私が国際代表として代理出席させていただきます。

そんな中、今月 Sharon 国際会長、Allison 事務局長が来年 6 月開催される世界大会の会場の下見に
Hamburg を訪問されました。ベルリンに次ぐドイツ 2 番目の都市 Hamburg は歴史的な素晴らしい街で、
世界大会が行われる会場は只今建設途中。会議はハイブリッドで開催されますが、26 地区からも多くの会員
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様がご参加頂けますようお願い致します。
理事会活動としては世界大会の準備として、ゾンタの「会員」「アドボカシー」「戦略」「ガバナンス」の 4 つの白
書を書きあげる活動をしています。私は「会員」と「アドボカシー」に携わっています。仕事量は本当に「ハンパ無
い！」のですが、ゾンタの将来のために皆活発に取り組んでいます。（「前期の理事会活動はこれほど忙しくな
かった」とある理事経験者が言ってました。）コロナ故にシカゴに集うことは出来ていませんが、その分効率よい
オンライン会議をフルに活用して大変エネルギッシュに取り組んでいます。それにしても毎回驚かされるのが理
事や事務局スタッフの Computer Literacy。日本では普及していないソフトやシステムを使うことも多いの
ですが、実に見事に使いこなすのです。幸い私は周りにいる専門家たちに助けられていますが、ここでも世界
に後れを取る日本を実感するのです。

理事の任期もあと 9 か月。これからが佳境。時間を問わず計画される会議の波にのまれないように、ゾンタの
将来の為、世界中の女性と少女たちの幸福実現の為に頑張り抜きます！

国際ゾンタおよびゾンタ女性財団理事

木下彰子

第 16 回地区大会を前にして

パラメンタリアンの言いたかったこと
来る 10 月 15 日に開催される第 16 回地区大会は郵便投票によるものとなりました。一年半以上も続
くコロナ禍のもと、前例のない一からの構築でした。「ガバナーは地区大会のシナリオを作成する（パラメ
ンタリアンの助力を得て）」というマニュアルに基づいて、岡澤ガバナーの意図される目標に向けできるだ
けの努力をしてきました。
よ

仍って立つ根拠となるものはバイローズとマニュアルだけ。詳しく解説されている地区大会マニュアルは
対面形式のためのもので、郵便投票への指針はバイローズにある数行だけです。バイローズやマニュア
ルに抵触しないよう最大限の解釈でようやく一枚の資料を仕上げるようなことを重ねました。
この間に気づいたことがありました。参考にした資料には「罰則」や「細かいきまり」がほとんど見当たら
ないことでした。特に具体的な行為に対する罰則など皆無です。「何故？」と考えました。いうまでもなく
「ゾンタ」は「信頼」を意味します。「会員間の信頼」の上に成り立っている組織です。会員各自の「良識を信
頼する」「会員同志の信頼」が前提となっているのです。ここで現実に目を向けると・・・。
もちろん、ゾンタも時代とともに変化していくことは言うまでもありませんが、どのような時代になっても
「絶対変えてはならない真髄は大切に守って行かなければならない」と思います。それがゾンタに限らず
組織が長続きする秘訣と信じます。
愛するゾンタが永遠であるためにも、ゾンタの真髄である「信頼」を大切にしていきたいものです。
パラメンタリアン 安田倶子
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委

員

長

便

り

□ 地区大会当日は YouTube を利用して会場の状況を実況中継いたします。
手を挙げる事や会話形式の質疑応答は出来ません。テレビのように会場の映像をリアルタイムに視聴者へ
生中継で配信します！
WEB マスター 辻野紀子
□ 地区大会の寄付について
今までの地区大会は国際会長ご出席のもと 26 地区ゾンタの皆様の寄付をお渡しセレモニーがあります
が、今回はそれが叶いません。いつもの地区大会と同じようにご寄付いただけますようご協力よろしくお
願いいたします。後日各クラブにご連絡させていただきます。
メアリーE ジェンキンスレガシー基金について
前回のガバナー通信にて木下国際理事からお話がありましたが、この件につきましても後日各クラブにご
連絡させていただきます。

財団大使 松崎 恭子

□ 2021 年 8 月現在の国際ゾンタの会員データが発表されました（カッコ内は 26 地区の数字）。クラブ総数
1,122（46）、会員総数 24,785 名（858 名）（内 Young Professional 会員 328 名(6)、直接登録の
個人会員 53 名(0)）、Z クラブ 280（3）、Golden Z クラブ 132（11）です。クラブのホームページや広報
資料に記載する数字の参考になさってください。
副ガバナー/会員委員長 浅野万里子
□ 9 月 2 日に 国際ゾンタ Z＆GZ 委員長より、全世界の Z＆GZ クラブへ向けてニューズレターを作成中
につき、各地区 Z&GZ クラブのプロジェクトについて最新情報を知らせてほしいとの依頼があり、各クラブ
に配信しました。２つの GZ クラブから プロジェクト情報と写真の送付を頂き、9 月 19 日に国際委員長に
報告しました。
Z&GZ クラブ委員長 真鍋芳美
□ 『2020－2022 ゾンタ奉仕賞』が設立されました。
クラブや地区／リジョンが行う地域社会の女性の為の優れた奉仕プロジェクトを表彰する為に設立され今年度
は教育、健康、早期結婚の防止、女性に対するその他の暴力防止に重点が置かれ 2022、ドイツハンブルグで
の国際大会において展示され、クラブ地区／リジョンの受賞者が表彰されます。
応募要項の詳細は追って各 AD より、会長、クラブ奉仕委員長に配信致しますのでゾンタの理念の元、奉仕の
心に自信を持って皆様のご応募をお待ちしております。
26 地区奉仕委員長 羽藤成代
□ 今年も「Zonta Says No！」キャンペーン（11 月 25 日～12 月 10 日）の時期が近づいてまいりました。
コロナ禍ですが、皆さまの地域で、安全対策を万全にして「女性に対する暴力撤廃」を呼びかける活動が、何
らかの方法で継続されることをご期待致します！また今年度の CSW（国連女性の地位委員会）は、来年 3
月 14 日～25 日まで、ニューヨークの国連で開催されるようです。本部より詳細が発表されましたら改めて
ご案内させていただきます。
国連委員長 和田津美智代
5

国際ゾンタ２世紀目の出発

□ “目の前に滑走路が用意されていれば飛び立ちなさい。もしなければ、あなた自身と、あなたの後に続く人
のためにそれを作ることが、あなたの責任だということに気付いてください“これが、アメリア・イアハートの言
葉です。航空宇宙関連の分野で学んでいる優秀な女子大学院生のために、「アメリア・イアハート奨学金」と
言う滑走路が用意されています。そこから飛び立っていく女性を是非ご紹介ください。
奨学金は$10,000・締め切りは 2021 年 11 月 15 日です。
アメリア・イアハート奨学金委員長 一澤恵美
□ 今期の YWPA 奨学金の募集をしています。コロナ禍で思うような行動ができなくて悶々としておられる事
と存じますが、学校へ募集要項を送っていただけましたら幸いです。
未来のゾンシャン育成にも繋がる大切な活動です。また、SDG s などとも関連して、持続可能な地球の将来
を見据えた子供達の素晴らしい活動をゾンタで応援致しましょう。
YWPA 奨学金委員長 納富輝子

Ⅱ） ２６地区ヒトデプロジェクトへの寄付

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）

第二次

★支援金★

650,000 円

★寄付金★

278 口 556,000 円

（2021.6.1～）

（2020.10.28～2021.9.30 現在）

クラブ寄付:
個人 寄付:

(9/30 現在)
470,000 円
180,000 円

★累計額 3,016,360 円（2021.3.25～）

【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

但し、冊子・運営の書・名簿等の追加収益 146,000 円も合算

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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。
d26secretary@zonta-d26．ｊｐ

【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。
d26secretary@zonta-d26．ｊｐ

編 集 後 記

W 結婚？ 好きだから一緒にいたいと S 氏。恋愛していると毎日頑張れると A 氏。
わが身にもそんな日が確かにあった。遠い日が「嵐」のように蘇る。
結婚が祝福される人、されない人｡ その違いは？ 母に借金があるか無いかか。
お宮は貫一を捨ててダイヤを選んだ。M 子様は皇室を捨ててちょんまげを選ばれるのか？
幸せを祈りながら、母たる自分の（ヤバい）金銭感覚を問い直す 2021 秋
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