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新⼊会員・退会者 エリア２会員数

AD便り
クリスマスの飾り付けも終わりほっとしたのもつかの間、もう師走の月になり、振り返れば早いものでエリア通信も今年最
後の号となりました。この一年コロナ禍にも関わらず精力的に活動をなさっている各クラブのようすを拝見する度に会員の
皆様から大きな力をいただいた一年でした。お陰様で５月には第１２回エリア２エリアミーティング（ホスト山梨ZC）を４エリア
合同でオンライン開催できましたし、１０月には地区大会PART１を開催することができました。エリア２からはおよそ現地参
加者２５名オンライン参加者６０名のご出席をいただき、久々の再会はもとより、大会が開催できたことを互いに喜び合い
ました。実行委員会や会場となった大津ZCの皆様を始めとして、準備や運営に携われた皆様、本当にお世話になりました。
ありがとうございました。

＜名古屋SORA例会訪問＞
１０月２０日（水）秋晴れの中、名古屋SORAゾンタクラブの例会に出席しまし
た。会場のある金山駅は名古屋駅から一駅です。駅に隣接する商店街を散
策しました。「あすなる」というネーミングのこのエリアは少しレトロでドラマの
ロケに似合いそうな素敵なところでした。やはり実際に訪れるのはその町の
風土を感じられていいものです。会場はANAクラウンプラザホテル、お洒落
なホテルです。例会は議題にそって進行され、榎本会長より地区大会にお
ける審議事項の結果が丁寧に報告されました。パープルリボンについては、
「とても綺麗だ！と、物流トラック等でも声がかかるほどです」とか、「思いが
けないところから声がかかり、小さな運動からハートが広がる」、「資金源と
しては少ないかもしれないが根強いものになっていく」など、たくさんの意見
や感想が出されました。会員の方々がとても楽しそうで、中でも車椅子で参
加された方は、これぞゾンタの心といった姿でとてもご立派でした。見習うべ
きところをたくさんいただき、充実した時間でした。ありがとうございました。

さて、今日から１２月。第１３回エリアミーティングの準備にとりかかる時期となりました。期日は２０２２
年５月２９日（日）ホストクラブは三重ZC（丸山会長）です。今月中旬に会場となる四日市都ホテルへ訪
問予定です。通常開催ができることを願いつつも多様な状況に対応できるように考えていきたいと思
います。どうぞ皆様のお知恵とお力をお貸しください。

そろそろ正月飾りのデザインを考えませんと・・・これも暮れの楽しみのひとつです。
会員の皆様、どうぞよいお年をお迎えください。

物故者 岐阜ZC  北川 多鶴子 9月26日ご逝去（享年87歳）
横浜ZC  横澤 和子 11月25日ご逝去（享年94歳）

ご冥福を心よりお祈り申し上げます。

地区大会パンフレット

横浜ZC         續圭子 12月1日入会
かながわZC  雨宮悠紀子 10月10日退会 健康上の理由

小川洋子 11月18日退会 一身上の理由

琵琶湖にて楽しいひととき

地区大会開票風景

寄付金贈呈



地区大会Part1オンライン開催を終えて

2

東京I

岐阜

松本

かながわ

東京III

横須賀

三重

東京II

オンラインならではの体験もあったのではないでしょうか。各クラブの感想を伺いました。

岐阜

久しぶりに沢山の方にお目にかかり懐かしく嬉しく思いまし
た。郵便投票の審議事項、役員選挙が非常にスムーズに進
められ感心致しました。オンライン参加の方も多数おられ、
今後もオンラインを継続しては如何でしょう。

横浜

地区大会に参加し郵便投票での開封を見届けることがで
き、また久しぶりにお会い出来た会員の方とおしゃべりがで
きたのは良かった。財団大使のご苦労を横に感じながら、お
手伝いして皆様の厚い思いを感じた経験は何よりも得難い

貴重な体験でした。これからの若いゾンシャン達にもぜひ経
験してもらいたい。

東京GRACE

今回は、コロナ禍による遠隔形式での地区大会となりま
した。当初は役員の選考がどのように進むのか想像でき
ませんでしたが、終わってみると役員の方々が分担しあい、
重要な任務を粛々と確実にこなしておられたことに大変驚
き、感心しました。

会場参加１名に加え、オンラインで当クラブから26名が参加。
コロナ禍での開催準備、運営は大変だったと思いますが、11
月例会時に振り返りを行い、会員からは満足の声が上がりま
した。細部にわたり地区大会の様子を理解することもできまし
た。ありがとうございました。

各種大会などハイブリッドの開催の可能性を感じたが意見
の反映や動議をかけるなどの動きがオンタイムで取り入れ
られることが前提になる。直接会えない寂しさもあるが、新し
い一歩が踏み出せたことを喜びたい。

群馬

目前での郵便投票の開票場面は印象深く、クラブから立候補
した次期ガバナーをLIVEの画面越しに応援した会員達からも

臨場感に溢れ良かったと好評でした。如何に安全に必要な事
を行うか非常に考え抜かれた素晴らしい挑戦だったと思いま
す。

この困難な時期に岡澤ガバナーが先頭に立ち、地区理事の皆
様と一致協力して、考え抜いた郵便投票など斬新な地区大会
に参加して感動でした。大津ゾンタクラブのサポートも素晴らし
かったです。

快晴の琵琶湖を目の前に、お会いする会員の方々の解放感
に満ちた笑顔が輝いて見えました。オンラインとなりましたが事
前の投票準備が万全で進行も順調、良く配慮された大会そし
て無礼講カラオケでは皆様のタレント性に感嘆致しました。

当初、例会の会場にて会員全員でオンライン参加を計画し、
全員が登録をしました。結果的には、コロナの状況の落ち着
きを確認できましたので会場参加ということになりました。諸
事情により会場参加できなかった会員5名の登録料は寄付と
しました。

オンラインで多数のクラブ会員が大会に参加出来る事によって、
ゾンタの組織と活動に一層の理解が深まると感じた。今後も対
面の大会とオンラインの両輪での開催を提案したい。

コロナ禍のなか、地区大会をハイブリッドで開催されたご尽力
に御礼申し上げます。会場での参加は叶いませんでしたが、

お気持ちは一緒でございました。審議決定、選挙など様々なこ
とを学ばせていただきました。大変にありがとうございました。

日程

東京I 12/12,1/18, 2/15 松本 12/16, 1/20, 2/17 東京III 12/3, 1/7 , 2/4
横浜 未定 名古屋SORA 12/15, 1/19, 2/16 群馬 12/7, 1/11, 2/8
東京II 12/9, 1/20, 2/10 かながわ 12/14, 1/11, 2/8 山梨 12/7, 1/20, 2/17
岐阜 12/24, 1/21, 2/18 横須賀 12/21, 1/18, 2/15 三重 12/19, 1/21, 2/18

東京GRACE 12/14, 1/11, 2/8

コロナで心配されました地区大会でしたが、皆様のパワー
で無事終了することができました。投票での役員選出も
物々しい雰囲気で行われ、驚きでした。久しぶりの再会の
方もいらして、楽しい一時を過ごす事ができました。ありが

とうございました。

山梨

コロナ禍での開催で、オンライン開催か会場参加か最後まで
悩みました。久々に皆様にお目にかかるとまさにエンパワー
メント！やる気になるから楽しい。会場の衆目のもとレター
パックの開封と作業を目の当たりにする緊張感。選挙の開票
作業。登録費も参加しやすくする体制がとても良かった。

名古屋SORA

オンラインという新しい形式で、また新しい出会いや再会ができ
たようですね♪時代の潮流に合わせて、ゾンタの活動も幅色く
多様になっていきそうです。
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クラブ名 活動内容

東京Ⅰ №492/14名
向井優子会長

・10/19 例会 六本木ツムアインホルン ・11/9 例会 京王プラザホテル南園
・11/21 第56回チャリティバザー開催京王プラザホテルグレースルーム

横浜 №594/18名
阪井サヤカ会長

・10/13 例会 出席者8名 新入会員の挨拶。地区大会を前日に控えての状況説明を行う。寄付についての説明。
12月に行うクリスマスパーティについて。 ・10/27 理事会 地区大会報告とクリスマスパーティについて
・11/6 規約改正プロジェクトチームが会議。国際ゾンタからのひな形と従来からあった横浜ゾンタクラブの規約との
すり合わせ、整合性を議論。ほぼまとまり、会員の弁護士に齟齬がないかどうか確認してもらうことになった。
・11/10 例会 出席者7名とオブザーバーが夫婦で参加。入会決定。地区大会の報告。財団大使より内容と状況説
明。横浜ゾンタとしての例年行っている寄付の確認。クリスマスパーティについて打ち合わせ。 ・11/24 理事会予定。

東京Ⅱ №1071/21名
渡辺碩子会長

・10/7（木）ZOOM理事会（7名） ・10/15（金）地区大会（大津）会場参加（4名）オンライン参加（6名）
・10/21（木）ZOOM例会（16名）第16回地区大会パート１結果報告。クラブ奉仕寄付内容決定。
・北九州ゾンタクラブ設立30周年式典参加（1名）
・「国連ウィメン日本協会」主催「国際ガールズデー」チャリテイーイベント（ZOOM6名参加）
・11/4（木）ZOOM理事会（7名） ・11/11（木）ZOOM例会(17名) 次期指名委員３名選出。国際奉仕賞について内容
の勉強。 ・11/21（日）東京ⅠZCチャリテイーバザー（5名）

岐阜 №1078/12名
西尾英子会長

・10/1 理事会 下半期の事業計画について ・10/15（金 ）地区大会会場出席
・11/19 理事会 ・11/19 例会卓話 子ども食堂ぎふネットワーク代表 宮崎孝司氏
「生理の貧困とまちかど保健室」の開催について

松本 №1522/42名
山田知里会長

・オンラインチャリティーバザー松本、好評開催中（10・11・12・1月） ・10/7、11/4理事会
・10/11、11/11フラワーデモin松本参加 ・10/21例会(ハイブリッド例会) 、信州岩波講座/まつもと実行委員会
・10/15 国際ゾンタ26地区第16回地区大会Part1（会場参加1名、オンライン参加26名）
・10/24 国連「国際ガールズデー」オンラインチャリティーイベント参加 ・10/29 親睦旅行下見会
・10/30 北九州ZC設立30周年記念式典参加 ・11/4信州岩波講座/まつもと実行委員会
・11/9  伊佐治松本市教育長を訪問、ローズデーイベントのご案内
・11/18 例会 寄付金贈呈式（6団体へ寄付金、ヒトデプロジェクトのマスクと歯ぶらし、会員が手掛けた絵本「母と子」
を贈呈）、全会員オレンジリボンをつけ例会出席（ZontaSaysNo啓発活動週間に因んで）、松本大学GZクラブにオレン
ジリボン配布 ・11/19～21 松本ZCミニバザー開催 ・11/21 東京ZC 56回チャリティーバザー参加課題」

名古屋SORA
№1531/15名
榎本和会長

・10/15 地区大会現地参加(榎本、久田、南)  ・10/20 例会 エリアディレクター 飯島百合様 クラブ訪問
・10/31 役員理事会 ・11/8 愛知県副知事 佐々木菜々子様 表敬訪問
(榎本、久田、杉原、榊原)、パープルリボン200個寄贈
・11/12～25 パープルリボン運動 会員がパープルリボンを着用して
女性に対する暴力撲滅の啓蒙活動を行う ・11/17 例会

かながわ
№1598/8名
今村令子会長

・10/12 理事会、例会 ・10/15 地区大会オンライン参加
・11/9 理事会、例会 ・11/21 東京1ZCチャリティーバザーへ

横須賀 №1665/6名
臼田君代会長

・10/15 第１６回地区大会Part1（大津 琵琶湖ホテル）会場参加とWeb参加、
・10/19 例会（横須賀福祉会館）地区大会結果報告、ガバナーズレター、エリア通信、国際ゾンタニュース、
寄付先の検討 ・10/24 10：30～12：00 UN Women「国際ガールズデイ」オンライン・チャリティーイベント学校に行き
たい!学びはエンパワーメント「女子教育とUN Women」谷津都萌子氏、朗読「マララ教育のために立ち上がり、世界を
変えた少女」マララ・ユスフザイ著、青木裕子氏、マララさんの国連でのスピーチに感動！
・10/24 2時（駅前県有地）子育て支援サツマイモ掘り約100ｋｇの大収穫！
・11/5 逗子社会福祉協議会フードドライブ事業検討（ヒトデプロジェクト）
・11/16 例会（横須賀福祉会館）ヒトデプロジェクト第2弾の検討
・11/21 東京Ⅰゾンタクラブチャリティーバザー（京王プラザホテル）
・11/28 10時～12時朝市（逗子久木会館前）焼き菓子販売、NO!DVキャンペーン

東京Ⅲ  №1677/9名
片桐典子会長

・10/8 理事会・例会をzoomで実施 記念誌の校正、支援先の寄付について
・10/15 地区大会 2名（浅野・片桐）会場参加 他６名オンラインで参加
・10/22 東京Ⅲゾンタクラブ設立20周年記念誌発行26地区クラブへ送付
・11/5 理事会・例会をzoomで実施 第5回・第6回卓話について、細則の見直し他
・11/21 東京Ⅰゾンタクラブチャリティバザー委託販売にて参加

群馬 №1890/6名
片岡仁美会長

・10/15 地区大会オンライン参加5名 直接参加1名
・10/21 ZOOM例会 ・10/30 北九州ゾンタクラブ設立30周年式典参加 ・11/18 例会、理事会

山梨 №1939 /16名
佐藤みつ子会長

・11/18 設立記念例会 立正光生園地域総合子供家庭支援センター北村様に今の親、子供の実態をお話頂く。
・11/29日 支援先への寄付 ・乳児院ひまわり・きずな会・クローバー
・乳児院ひまわりには、(妊娠そっとｓｏｓ)の活動を活かして頂く

三重 №1971/28名
丸山淳子会長

・10/15 例会＆お誕生会 ・11/19 例会（オンライン開催）
・11/28 うつべ農園にて子ども対象のイベントを開催

東京GRACE 
№2012/17名
髙橋真理会長

・10/12 初の対面例会を開催国際ゾンタ「Have your say on the future of Zonta」アンケートに回答したこと 地区大会
の確認事項を協議 ・11/5 理事会を開催地区大会の報告
・11/9 Zoomにて例会開催今後卓話やバザーを例会で行うことを協議
10月, 11月の国際ゾンタの活動についての確認設立記念式の内容について協議

クラブ活動報告

横須賀：さつまいも堀り

名古屋SORA：AD訪問
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クラブ名

東京I ・１月例会 アメリアイアハートデー記念企画を予定

横浜
・12/8 会員とその家族の少数でのクリスマスパーティ
・1/12 新年会予定

東京Ⅱ

・コロナ禍により特別な記念行事ではありませんが12/9（木）は忘年ZOOM 例会予定。
・出来れば2022年1/20（木）対面での新年例会、祝アメリア・イアハートデイ
・2/10（木）新役員・理事発表。

松本

・12月移動例会・忘年会 ・地域福祉への支援（市民タイムス「思いやりBOX」へ寄付）
＜オンラインチャリティーバザー継続中＞ 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。
サイトアドレス：その都度ご案内をしています

名古屋
SORA

・2/27 第22回チャリティービンゴパーティー(名古屋東急ホテル) 
<NEWS> 内閣その他の男女共同参画推進本部構成府省庁が実施する「女性に対する暴力をなくす運動」に賛同し、昨年
に引き続きパープルリボンの作成を精神障がい者支援施設に依頼しました。リボンの販売をエリア2のクラブに案内したと
ころたくさんのご注文を頂きました。また地区大会にお持ちした際にはエリア2以外のゾンシャンにも購入して頂きました。み
なさまのご協力に感謝申し上げます。さらに、11/8には愛知県の佐々木菜々子副知事を表敬訪問し、パープルリボン200
個を寄付いたしました。今回の活動が女性に対する暴力・性暴力の防止に向けた取り組みの進展につながることを会員一
同、切に願っております。

横須賀 ・2月末頃ローズデイイベント料理講習会開催の予定

東京III   

・20周年記念卓話シリーズ第5回卓話 重症障害児デイケア 家族支援 医療的ケア児支援団体
・一般社団法人「BURANO」による卓話 日程は1月中旬ごろの予定
<NEWS>支援先のカリヨン子どもセンターの東京弁護士会から、もがれた翼Part27 「エピローグからの物語」が、1月7日まで
YouTube配信中です。自立支援ホームを卒業したOG達がコロナ禍に抱える問題に、カリヨンがいつでも相談できる場所で
あることを、迫真の演技で伝えています。上映時間：2時間

群馬 ・合同例会

山梨 ・12/7 移動例会 忘年会 富士急ハイランドにて

東京
GRACE 

・12/14 卓話予定 ・2022年4月2日(土)設立記念式 10:00-14:00予定
The Okura Tokyo（ホテルオークラ東京）にてコロナ禍ではありますが、ご参加を心よりお待ち申し上げております。
詳細は2月初めにご案内申し上げます。

イベント開催予定のクラブのみ掲載しています

松本：例会・ZontaSays No啓発活動週間
全員オレンジリボンで参加。

三重：対面例会・お誕生日会♪
山梨：誕生日例会・講師の先生と 松本：寄付金贈呈式

松本：ミニバザー

東京III：zoom 例会

名古屋SORA：副知事表敬訪問・副知事と

松本：松本市伊佐治教育長を訪ねて

横浜：新人会員と一緒に

横須賀：
さつまいも掘り

東京I：チャリティバザー


