
ご挨拶
　エリア１の皆様
　エリア１エリアディレクターの松村です。お元気ですか？早いもので、今年も師走の時期に入りました。
１０月には地区大会が行われ、コロナ禍により、リモートを含めた初めての形となりました。お陰様で、
皆様のご支援ご協力によりまして無事に終了致しました。各会長はじめ会員の皆様による討議ご決断が、
この度のリモート会議に全て反映されました。この結果が、次の地区大会への重要な議決となり、引き
継がれていきます。これは、人類初のグローバルなコロナ禍への私達の対応と挑戦でもあります。こ
の２年間の地球規模の変化は、厳しくも大いなる気づきを私達にもたらしました。岡澤ガバナー率いる
スターフィッシュチームの新しい発想と環境に素早く対応しているゾンシャンの皆様の、知性と感性がこ
の度の地区大会となりました。
　新しい年を迎えます。これまで培ったエリア１の皆様のスキルを生かしながら、更に大きく羽ばたい
て頂きたいと期待しています。
　皆様と、共に歩むことができ感謝申し上げます。虎に向かって知恵多く、ご一緒にすすみましょう。

国際ゾンタ 26地区エリア１ エリアディレクター 松 村 昌 子
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●「2か月間を振り返って」
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（2021年11月18日逝去　家族葬）

新入会員のお知らせ
●所属クラブ：福島ゾンタクラブ　 ●入会日：2021年11月 1日付　●会員氏名：中村　啓子様

退会会員のお知らせ
●所属クラブ：仙台 Iゾンタクラブ　●退会日：2021年11月18日付　●会員氏名：佐藤　明子様

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
仙台Ⅰゾンタクラブ 佐　藤　明　子 様

心からお悔やみ申し上げます。佐藤明子様はお母様もゾンシャン
として長く在籍してくださり、ご高齢で退会される時に入会されま
した。お菓子の老舗の社長様としてご活躍だったそうです。合掌

・会長・
才田いずみ
・会員数・
30名

10/  5 10月役員会 ・地区大会投票書類確認
   ・新入会希望者の入会式について
10/19 10月例　会 ・地区大会報告
   ・次期会長・副会長選出に向けての選挙管理委員会の設置
   ・ローズデー講演会について
   ・チャリティイベント開催の審議
11/ 2 11月役員会　例会会場の変更先についての審議
11/16 11月例　会 ・「東北大学大学院女子学生のための国際学会発表渡航支援事業」の継続等について
   ・例会会場変更に関する審議
   ・指名委員選挙について
   ・Every member every Novemberへの寄付について

　11月例会では、卓話ゲストに（公社）宮城県芸術協会理事長の雫石隆子氏をお招きし、「川柳を楽
しむ」と題するお話を伺った。「川柳」は、その成立からして俳句とは違い、前句附けから発展した

●地区大会（AD松村参加）
　10月15日滋賀県大津市琵琶湖ホテルにて
●北九州ゾンタクラブ30周年記念式典（AD松村参加）
●ズーム会議　26地区理事会　11月2日火曜日　20時～



●活動報告

●活動報告

●イベント案内

●イベント案内

函　館

塩　釡

・会長・
才田いずみ
・会員数・
30名

ことや、江戸期には16文の投句料を払って投句し、高点句に入選するとそ
れが何百倍にもなるという富くじ的な面もあって人気を博したことなど、
情報満載のお話で、卓話時間の短いことが本当に残念なひとときだった。

　１０月例会は残念ながら休会になりましたが、11月には、ＦＭいるか・北海道新聞・函館新聞と取材
を受けゾンタの活動をＰＲしています。またケーブルテレビNCVを利用して広報しました。

・会長・
小林八重子
・会員数・
20名

10/ 6 理事会：・地区大会規則改正については 9/10 審議事項については 10/01に郵送
したと報告

  　・地区大会現地参加１名オンライン参加２名報告
  　・５月のエリアミーティングの会場変更を了承
10/20 例会はコロナ禍で休会　・地区大会結果をメール配信
11/ 3 理事会：・12/5開催予定の【蔦屋イベント】中心に協議
  　・エリアディレクタークラブ訪問要請
11/10 奉仕委員会開催　
 　　　　・今年度の奉仕先の検討等活動について意見交換
11/15 FMいるかに出演しゾンタの活動を広報　・会長・広報委員長
 広報委員会開催
  　・12/5のイベントの詳細について検討
 　　　　　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
11/17 第 564回例会
 ・ゲスト卓話……奉仕委員会担当
 　　　　　　　【函館市の福祉行政について】　
 　　　　　　　講師　函館市保健福祉部長　大泉　潤　氏
 12/5開催イベント広報のため　広報委員長参加
 北海道新聞・函館新聞の取材を受ける
11/21 【存在のない子どもたち】上映会鑑賞　　　主催　ユニセフ道南支部
11/26 ケーブルテレビNCV　CM撮影 広報委員長出演

　26地区大会の報告として、10月定例会で決議事項を共有しました。
　11月はかつてより、STGsの #５ Gender Equalityについての自主勉強を続けてきた会長が、発
表団体に加わって「国際ゾンタ&ゾンタクラブ」について、PRしました。

・会長・
中野わか子
・会員数・
4名

10/24 10月定例会  出席率 50％　
 移動例会（於 塩竃 亀喜寿司）26地区大会決議事項の報告
11/20・21 男女共同参画推進せんだいフォーラム　　　
 「gender equality」を考察
 於 仙台市男女共同参画推進センター　参加１名

卓話中の雫石先生卓話中の雫石先生

2022/3/6 仙台ⅠZC　ロースデー講演会「女性・子ども・家族」
  時：14時～16時半　　
 　　 所：エルパーク仙台セミナーホール

12/ 5 蔦屋書店で会員増強とゾンタを広く知っていただくイベント開催
 ・国際ゾンタの活動ビデオ・国境なき医師団からのメッセージなどを放映
 ・チラシやクリアファイル等を配布
 ・広報委員長と各委員長のトークセッション
 ・ユニセフなどへの募金箱設置
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盛　岡

札幌 IRIS

秋　田

札幌Ⅱ

12/ 6 チャリティクリスマスパーティ開催
　ホテルモントレエーデルホフ札幌　１８:３０開会
　密を避け１卓７名　例年の65％の参加者とする

１２/ ５ 札幌ⅡZCチャリティーコンサート
１２/ ９ 北星学園女子中高等学校との合同勉強会　SAYSNOキャンペーン

　この2か月は、スピーチコンテストは準備を担当者が頑張ったが、いかんせんコロナの影響が収まら
ず、応募者が１名と非常に残念でしたが、その分来年こそは沢山の応募者を期待したい。又、クリス
マス会は初めての試みに、今はただ成功することだけを祈っている。

・会長・
柴田和子
・会員数・
17名

10/13 例　会：・地区大会オンラインについて
 　　　　・スピーチコンテストについて　
   コロナ下で応募者が少なく中止。応募者1名に参加賞送った。
 　　　　・クリスマスビンゴとオークションについて
10/27 理事会　クリスマス会について　　人数・形態を変えて開催予定
11/10 例　会：クリスマス会について
   12 月11日（土）13：00
　　　   会場　メトロポリタン盛岡　ニューウイングホテル
   会費　2,000 円　会食なし　・定員100名（予定）

・会長・
岡部文子
・会員数・
10名

10/ 8 例会：・卓話：どさん子海外保険協力会理事長　大泉樹氏　
  　　　　　ネパールのコロナ状況と支援について
  　・12 月のイベントは開催を計画しつつ、コロナの状況によって２週間前に

　　　　開催か否かを最終決定することとした
11/ 8 例会：・地区大会報告　　選挙、審議事項の報告
  ・12月イベント詳細決定、チケット配布
  ・国際から案内の中国人留学生（北大）入会希望について
  　留学生について更なる情報を希望
  ・国際ゾンタとＩＲＩＳの誕生日を祝う

10/10 10 月理事会・例会　①26 地区大会 Web 参加と選挙及び寄附　②ヒトデプロジェ
クトへの寄附　⓷アメリヤイヤハート奨学金案内状を地元3大学に発信　その他

 　　地区大会にはWeb 参加（3名）し、会場の状況を把握し、あいさつ、役員選

　国際的に人権問題になっている地域を紹介している書籍を会員多数が読み、意見・感想を交換
し、女性の人権について理解を深めている。

・会長・
酒勾桂子
・会員数・
16名

10/19 例会　・中国国籍入会、ローズデイについての検討
  　　中国国籍の方の入会は、会としての対応が整っていない。

・12月チャリティーコンサート活動内容の検討
11/16 例会 ・第2弾ヒトデプロジェクトの検討
  　　昨年度寄付先である子ども食堂と女性支援施設アジールに送ることにする。
今後の予定  12月チャリティーコンサートで国際ゾンタ等のパンフレットを配布する事にする。
　　　　　  チャリティーコンサートで奨学生に奨学金の授与を行い、ゲスト方々にクラブ活
                 動の理解を図る。
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福　島

山　形

山　形

・会長・
山川多美子
・会員数・
12名

10/8 理事会・例会　・地区大会について　審議事項の検討
   ・福島ゾンタクラブの会則　新会員のために会則確認
   ・勉強会　環境問題について11月の例会でお話を聞く
   ・会員増強について　リーフレットを活用して個人個人で活動
11/19 理事会・例会　・学習会 活動目標「環境問題」に取り組む
 　 　　　　　　テーマ 人類社会の原点「森林」　講師　國分敏夫氏
  　　　　　　　　 環境問題について 地球温暖化 世界的水不足 農地荒廃 森の働 

        き 酸素は生命活動の源現象する森林　森林の効能
     ・中村啓子会員秋の叙勲受賞　記念品を贈る
        ・財務より会費納入について連絡
      ・報告　地区大会Part1改めて例会で報告　ヒトデプロジェクト
          第 2弾の募集　ヒトデプロジェクト10月期報告

zonta says no 
キャンペーン フラフ

・会長・
森　　睦
・会員数・
15名

（内２名が休会中）

10/ 7 例　会 
10/15 第16回地区大会Zoom 3 名参加 （役員選挙投票用紙郵送済）
10/22 理事会
10/23 チェリアフェスティバル実行委員会参加 
11/ 4 　移動例会　卓話　遠藤千恵子会員　演　題　「見える障がい、見えない障がい」
11/18 理事会
11/25 犯罪被害者支援「県民のつどい2021」　1名参加  

12/ 2　通常例会にて【Zonta Says NO 研修会内容】
　　　　　日時　12月2日（木）　18：45から
　　　　　講師　天童警察署　生活安全課長　五十嵐　あい　氏
　　　　　演題　「山形県警察における女性警察官」

　コロナが沈静しつつある兆しが見えてほっとしているが、未だ本格的
に活動を進めることができない。チャリティ活動もイベント計画も未定
の状況です。

●学習会　兼ねてより活動目標であった環境問題についてお話を聞き、これからの活動
に活かすべく学習会を開催。昨今、世界的にも問題になっている地球温暖化、水不足、
農地荒廃等や、森の働き等の現状を把握し、今私達は何ができるか考える貴重な時間
となった。５月には「豊かな森林を子孫に残したい」と山桜を植樹。微力ながら今後も
地球温暖化の対策の一環として、森林を守り、造る活動を続けていきたいと思う。
●中村啓子会員秋の叙勲受賞　長年の栄養士としての功績
クラブより記念品贈呈　クラブとしても嬉しいニュース。今後のゾンタ活動にも期待

学習会にて

・会長・
佐藤康子
・会員数・
10名

 挙の内容についても、知ることができてよかったです。
10/23 秋田県中央男女共同参画センター・ハーモニープラザweeks に参加
 　Zonta Says NO キャンペーン実施　　フラフ掲示
10/30 北九州ゾンタクラブ創立30周年記念式典　祝電発信
 　直接参加予定であったが、コロナを考慮し祝電のみ
11/  5 全国女性会館主催　第 65 回全国大会 in 秋田 「ジェンダー平等

を目指して」会議に参加　2名
 　ジェンダー平等、女性参画の真の意味について確認の機会になった。
11/  7 外国人による日本語スピーチコンテスト（あきたユネスコ協会主

催）に3名
 　ネパール出身サラ マハラザンさんにゾンタ奨励賞 3 名出席
11/14 11 月理事会・例会　①26 地区大会開催結果報告　②2022 世

界大会（ドイツ・ハンブルグ）案内　⓷第25回（2021年度）
健康セミナーの開催計画　講師の都合により1－2月中に計画


