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新⼊会員・退会者

エリア２会員数

AD便り

日課となったウォーキングコースは自宅近くの川沿いの道。赤や黄色の木の葉の絨毯が秋の彩りを見せてく
れます。さて、今日から１０月いよいよ秋本番。１０月１５日の地区大会PART①まで２週間となりました。オンラ
イン開催は初めてとなる今大会、いろいろな意味で貴重な大会になることと思います。お一人でも多くのご参
加をいただけることを願っております。また、次号では大会の概要とクラブ会長各位のご感想をお伝えしたい
と考えています。地区大会開催に向けてご協力の程よろしくお願いいたします。

＜松本ゾンタクラブ例会訪問ハイブリッド＞
8月19日（金）ZOOMにて、例会に出席しました。司会は百瀬第１副会長
が務められました。個人宅で素敵に設えた新会員入会式（中垣英美様）
が山田会長の紹介で行われました。会長は挨拶で「コロナの拡大の中、
会員の皆様が工夫した活動をしてくださり、25年の絆を感じています。
生活様式がすべて変わろうとも松本ゾンタの目的とするものは変わらな
いと思います。」と述べられました。その言葉がとても心に残りました。
提案事項もスムーズに行われたハイブリッド例会、とても参考になりまし
た。

＜三重ゾンタクラブ例会訪問ZOOM＞
8月20日（金）ZOOMにて例会に出席しました。ゾンタ目的の
斉唱から始まり、報告事項から協議事項へと議案通りに円
滑に進行され、審議事項では一案毎に丁寧に提案を説明
して、会員の共通認識を図っていました。例会の最後に会
員お揃いのジャンパー（上着）を作成する提案のときは特
に盛り上がって和気藹々の楽しい例会となりました。お揃
いのジャンパーを着た皆様にお会いできるのを楽しみにし
ています。オンラインの例会訪問であっても、このようにい
ろいろ参考になることばかりです。工夫されて例会を開催さ
れたクラブの方々に深く感謝いたします。

山梨ZC会長挨拶

浅川会長から引き継ぎまして、今期7年目を
迎えます山梨ゾンタクラブの会長を仰せつ
かりました佐藤でございます。コロナ禍で
中々思うような活動ができませんが、秋の
実りとともに少しずつ安全を守りながら、活
動していけたらと思います。誠実信頼をモッ
トーに！今後ともご支援、ご協力宜しくお願
い致します。

山梨ゾンタクラブ 佐藤みつ子

l エリアミーティングDVD作成・配布
２０２１年エリアミーティングDVD を各クラ
ブに１枚ずつ（松本ZCは２枚：会員数３０名
以上のため）配布しました。

＜お知らせ＞

l エリアミーティング会計監査に関するお知らせ
この度、第１２回エリアミーティングの会計報告の監査役を東京
ⅡZC会長渡邊碩子様と東京ⅢZC会長片桐典子様にお願いしま
したところご多用にも関わらずご承諾くださいましたので、ここに
お知らせいたします。なお会計報告は次回のエリアミーティング
にて報告の予定です。よろしくお願いいたします。



地区大会Part1オンライン開催に向けて
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東京I

名古屋SORA

松本

かながわ

東京III

横須賀

三重

東京II

参加（視聴の仕方など）における各クラブの工夫点を共有しより良い大会にいたしましょう！

岐阜

会長は現地参加の予定。他の会員は時間がとれればオン
ライン参加したいのだが、平日の昼間であり就労中の会員
も多く、現時点で調整するのがなかなか難しい。参加した会
員が後日フィードバックする。

横浜

メールにて周知を徹底し、それぞれの環境で参加してもらう。
その後、例会や理事会にて感想を集約し、一定の記録を会
員全員に知らせる。

東京GRACE

日頃から、オンラインで例会や研修会を開催している状
況から、技術的には問題ないと思いますが、不安な方に
は個別にサポートできる体制を整えました。

松本ゾンタクラブ会員は、オンラインの参加が可能となってい
ます。（Webマスター松本を置き、日々勉強会をしています。）
地区大会については役員会・例会で意図を明確にし、会員の
可能な限り出席となっています。

地区大会オンライン開催はzoom参加者５名、現地参加１名
です。就労中につき、全てを視聴できなかったとしてもタイミ
ングが合った時点で参加するという形でクラブ全員参加いた
します。開催にご尽力された皆さまに感謝いたします。そし
て大会の成功を願っております。

群馬

当クラブの例会は昨年よりZoom会議ですので、現在は問題
ありません。初めての方へは、今回は経験者と一緒に視聴する。
その時、個別の端末を用いてトライアルのサポートをして、慣れ
て頂く（初心者用マニュアル付きで）のが良いかと思います。

会長向井は大津の地区大会に出席予定です。会員のオンライ
ン参加は申し込みが無いですが、今回は、新しい形で進行する
ようですから、会員の興味が湧くよう詳細などが分かり次第、
参加を勧めます。

東京Ⅱゾンタクラブの会員は全員オンラインで出席が出来ます
ので、地区大会にオンライン参加、もしくは会場参加に努めて
おります。

コロナ禍の現状では多くの行事が中止・延期になる中、今
回は開催を決断された地区大会ですから、クラブとしては、
ＳＮＳ環境の整わない会員に配慮して、岐阜グランドホテル
にて、全員でオンライン参加を計画しました。休憩にはお茶
タイムも入れ、議事の進行を全員で見守ります。

PC不使用会員や、オンライン未経験会員がほとんどですが、
視聴参加者3名で対応し、例会で地区大会の決定事項を説明
する予定です。但し、平日に4時間を通しで視聴できるかが

問題。

当面対面での会議を行うのは難しいのでオンラインが基本だと
考えられます。一方でオンラインでの参加が難しい方のご参加
方法は要検討事項と思われます。当クラブでは基本オンライン
で会議を行っておりますが、後で議事録のメールでの共有、ま

たお電話で説明を致したり、ご意見を賜ったりというご理解を頂
いております。オンラインでの参加方法を良く説明したり、画面
の共有は出来ませんが音声のみでのご参加だけでもオンライ
ンでつなぐ方法を取って参りたいと考えます。

日程

東京I 10/19,11/16, 12/12 松本 10/21, 11/18, 12/16 東京III 10/8, 11/5 12/3 or 10
横浜 10/13, 11/10, 12/8 名古屋SORA 10/20, 11/17, 12/15 群馬 10/21, 11/2, 12/7
東京II 10/21, 11/11, 12/9 かながわ 10/12, 11/9, 12/14 山梨 10/21, 11/18, 12/16
岐阜 10/15, 11/19, 12/17 横須賀 10/19, 11/16, 12/21 三重 10/15, 11/19, 12/17

東京GRACE 10/12, 11/9, 12/14

地区大会に向けて、ズームの勉強会を実施する予定
です。SNSに不慣れな方に少しでも不安を軽減して参加
いただけるようにしたいと思います。

山梨

会員のオンライン環境の差がでます。パソコン、携帯電話
ほか会員も回数をこなすことで、手慣れてきています。ただ、
長時間にわたると集中力が途切れがちになります。それを
どう克服するかが課題であり工夫です。開催前に会員に資
料の説明と問題点の把握が必要となります。

各クラブの創意工夫した取り組みは互いにとって大変勉強になります。ゾンタの和がより強まるように感じます♪
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クラブ名 活動内容

東京Ⅰ №492/13名
向井優子会長

・8月例会が休会
・9/13 例会

横浜 №594/18名
阪井サヤカ会長

・8/11 リモート例会、規約について、クリスマスチャリティーコンサートについて、審議事項について。
・8/25 リモート理事会。規約について、クリスマスチャリティーコンサート中止決定。クリスマスパーティについては12
月例会の日にいつもの例会会場にて会員のみの参加で行い、プレゼント交換を行う。チャリティーコンサートについ
ては3月のローズデイで行うことを決定。 ・9/8（水）。リモート例会。地区大会の件、
規約改正プロジェクトチームを作ることなどを話し合う。 ・9/22（水）理事会は中止。

東京Ⅱ №1071/21名
渡辺碩子会長

・8/5 理事会 ZOOM１３回目)全員出席７名。 ・第16回地区大会における審議事項6件の提案内容及び26地区手続
規則2021年案を詳細検討。 ・8/19 例会・納涼会（ZOOM12回目）出席16名、故関紀美子名誉会員の在りし日の写
真を画面で見ながら関さんを偲びました。会員全員で黙祷を捧げました。・理事会で検討事項の結論を例会で再検
討、承認。 ・8月の各委員会はペーパー報告。 ・納涼会：有志が自身の昔の写真を披露、「この人だーれ？」ZOOM
ならではの和気あいあいの例会でありました。 ・9/2 理事会（ZOOM14回目）全員出席7名。・次期役員・理事・指名
委員候補者の選考検討。 ・エレベーター・スピーチ・ピッチ・キャンペーンに参加するかどうか検討し文言を模索。
・奉仕委員会が提案したサニタリーショーツ等を寄贈する児童福祉施設の検討。
・9/9 例会（ZOOM13回目）出席16名。・2022－2024年度地区役員・指名委員立候補者を選考、決定。 ・地区大会
案件提出の内容を確認にて送付了承。 ・児童福祉施設の寄贈先を承認、活動を前に進めることに決定。 ・9/13  
ゾンタ・アドボカシー・シリーズ「女性と気候変動」のウェビナーセミナーに2名参加。 ・9/16  活動報告をニュースレ
ターに掲載する応募が国際からあり、恵泉女学園大学GZクラブの奉仕活動「途上国の女児のための「はがきキャン
ペーン」に参加」の英文の原稿と写真を真鍋芳美委員長に提出。 ・9/23  臨時理事会エレベーター・スピーチ・ピッチ
作成（予定） ・他クラブの会報誌はその都度スキャンをして会員に配信。

岐阜 №1078/13名
西尾英子会長

・8/20  理事会 ・例会 ビジター1名をお招きしての開催となった。地区大会について、改正案・承認事項についての
検討を行った。 ・9/17  理事会 ・例会 卓話「子ども食堂の現状と課題」～こども食堂の過去と現在と未来～講師：子
ども食堂ぎふネットワーク代表、宮崎孝司氏。第二弾（第三弾）も開催予定。ヒトデプロジェクトグッズを贈呈。地区大
会について、役員・指名委員選挙候補者についての検討を行った。地区大会は会員全員でオンライン参加と決定し
た（うち2名は会場参加）卓話写真あり

松本 №1522/42名
山田知里会長

・8/3 オンラインチャリティーバザー松本、好評開催中（7・8・9・10・11・12・1月） ・8/5、9/2理事会
・8/11、9/11フラワーデモin松本参加 ・8/19 例会(ハイブリッド例会)オンラインにてAD訪問、ハイブリッドオンライン
新会員入会式 ・9/16 例会（Zoom例会）地区大会に向けて、審議事項・承認事項・
選挙について会員勉強会（アドボカシー委員会）助産師石井美恵子さんをお迎えして
「小学校における性教育の現状と課題」・9/16 信州岩波講座/まつもと実行委員会
・9/30 地区大会申し込み

名古屋SORA
№1531/15名
榎本和会長

・9/5 例会・役員理事会
・9/5 あいち国際女性映画祭2021に5名参加
・9/15 例会

かながわ
№1598/10名
今村令子会長

・8/10 当クラブチャーター会員廣瀬初恵様の長年に亘るクラブへの貢献に名誉会員証を授与。また、廣瀬会員のお
嬢様廣瀬敦子様をお招きし、日本人で初めて国際条約ECTの副局長就任をお祝いした、廣瀬敦子様はハーバード
ロースクールを卒業後、国際弁護士として欧米の国際機関、アジア開発銀行勤務を経て国際条約ECT事務局では財
務、運営を担当される。ゾンタの理念である女性の地位向上に大いに貢献され、影響力を発揮されている。

横須賀 №1665/6名
臼田君代会長

・8/17 移動例会（地区大会審議事項、地区手続規則2021年改正案、地区予算案の承認、選挙候補者の検討、）
緊急事態宣言のため福祉会館の使用できないため逗子で開催。
・9/21 移動例会（地区大会審議事項6件の検討、予算案、立候補者のビデオ配信、岡澤ガバナーの地区大会の説
明、アメリア・イアハート奨学金、YWPA奨学金、エレベイタースピーチピッチ、アフガニスタンの女性の権利のための
声明）緊急事態宣言を受け、市民まつりと地域交流会は中止、例会はヴェルニー公園で開催。

東京Ⅲ  №1677/9名
片桐典子会長

・8/6 理事例会地区大会審議事項について協議 ・地区大会補助説明動画の配信と視聴（8/26～8/31）
・地区大会立候補者の演説動画配信と視聴（9/1～9月例会日までに） ・Zoomによる臨時部会（記念会報関連9/3
及び 20周年記念卓話関連9/8)   ・9/10 理事例会 地区大会審議事項及び立候補者の選出・会報・バザーの出店に
ついて ・国際ゾンタが募集しているエレベーター・スピーチ・ピッチの作成

群馬 №1890/6名
片岡仁美会長

・オンライン卓話会GTT開催後のフィードバック ・8/25例会、理事会
・9/15 例会、理事会
・審議事項の検討及び次期役員、理事、指名委員候補者の選考検討
・エレベータースピーチの作成を検討（作成予定）

山梨 №1939 /15名
佐藤みつ子会長

・きずな会さんに奨学金申請要項の提出
・エリアミーティングのチャリティーバザーの収益金
5万円立正光生園に寄付

三重 №1971/28名
丸山淳子会長

・8/20 例会：エリア２ADの飯島様にご参加いただきました。
・母子寡婦福祉会主催こども食堂のお手伝いに２回参加。その際に寄附金とゾンタクラブ特製の「歯ブラシ・マスク・
パンフセット」40個を進呈 ・9/17 第19回研修会 健康食品管理士認定協会理事長長村洋一教授による講演会
『食と健康に関するある考え方』を開催。

東京GRACE 
№2012/17名
髙橋真理会長

・8月夏休み ・9/14 オンライン例会矢崎和喜子様にご出席いただき、地区大会の審議案についてなどご丁寧に
ご説明いただきました。 ・9/21 オンラインにて理事会開催 主に審議事項、投票について話し合いました。

クラブ活動報告

廣瀬敦子氏

子供育成応援館 三重zc
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クラブ名

東京I
・11/20 第56回チャリティバザー 於京王プラザホテル又はオンラインバザー
・12/12 クリスマス忘年例会ミニコンサート 於京王プラザホテル

横浜

・10/15 地区大会に松崎財団大使、阪井会長出席予定 ・12/8 小規模のクリスマスパーティ予定
<NEWS>10月の例会に元会員のお孫さんがオブザーバー参加予定。コロナ禍でなかなかイベントを開けず、新入会員の勧
誘もままならない中、細々でも会を続けていき認知度を高める活動が必要と感じます。

東京Ⅱ
・第１６回地区大会１０月１５日（大津）へ、会場参加及びオンライン参加。
・１２月例会(ZOOM)は忘年会を兼ねた楽しい例会にする予定。

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。
<NEWS> ９月に行いました、子ども食堂ぎふネットワーク代表による卓話では、子ども食堂を通して地域社会の輪を繋げる活
動の様子を紹介して頂きました。「孫とひ孫の笑顔を見たい！」高校生による朝味噌汁プロジェクトや街角保健室の紹介。生
理用品を小中学校トイレに設置する活動とその成果、などなど。第二弾、第三弾もお聞きしてヒトデプロジェクトに繋げていき
ます。

松本

・10月地区大会参加（会場・オンライン） ・10月親睦旅行下見会
・11月例会にて寄付金贈呈式（10月から移動） ・12月移動例会・忘年会
<NEWS>  松本ゾンタクラブオンラインチャリティーバザーは皆様に好評いただいております。2022年１月まで実施いたします。
何卒ご協力をお願い申し上げます。

名古屋
SORA

11/12～25の「女性に対する暴力をなくす運動」にあわせパープルリボンを作成・販売します（写真参照）。
他クラブにもご案内する予定です。詳細はお待ちください。
<NEWS> 
8/29に移動例会を企画していましたが緊急事態宣言発出中につき残念ながら中止いたしました。
関市立篠田桃紅美術空間、小瀬鵜匠の見学は来年に持ち越しです。10月例会にADのクラブ訪問がある予定です。

横須賀 ・10/15 地区大会Part1       ・10/24子育て支援サツマイモ掘り

東京III   ・10月 20周年記念クラブ誌発行予定 ・12月以降 20周年記念卓話Vol.5開催予定 日程は未定

山梨 ・10/14 地区大会参加予定

※イベント開催予定のクラブのみ掲載しています

10月1日以降のオンライン物品販売について

＜松本ゾンタクラブ＞
開催期間：2022年1月まで
物品内容：信州松本から地元産の季節の
香をお届けします

＜東京Iゾンタクラブ＞
開催期間：11月20日
オンラインバザー（対面バザーが困難な
時にはオンラインのみ開催）
物品内容： 福箱販売等版画オークション

＜東京IIIゾンタクラブ＞
東京Ⅰチャリティーバザ―に出店予定
開催期間：11月20日～東京Ⅰに準ずる（会
場又はオンライン）
物品内容：利尻花折昆布（最上級品80ｇ）
守口漬生ふりかけ等
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東京ⅢZC 例会

岐阜ZC例会 横須賀ZC 移動例会 ヴェルニー公園にて

東京I ZC 例会

東京II ZC 例会

かながわZC 例会
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