
ご挨拶
　皆様、改めまして新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
約２年間そして本年、私達人類は新型コロナウィルスの感染拡大という大きな試練と闘ってきました。
今年もまた、更に変異したオミクロン株の感染拡大の脅威にさらされています。エリア１の各クラブの
皆様の活動は、激動する世の中での活動の術を熟慮し、対面とリモートを駆使しながらの活動となりま
した。是非、エリア通信の活動報告等を読み比べて頂き、お互いに参考にして頂ければ幸甚です。　
　エリア１エリアミーティングが、５月８日函館ゾンタクラブがホストになり行われます。松村は、昨年12
月15日に函館ゾンタクラブを訪問しました。北海道新幹線は仙台と函館を2時間30分で繋いでいます。
大変便利になりました。美しい函館の地での学びと出会いがエリアミーティングで花開きますよう、函
館ゾンタラブの皆様と企画立案したいと思います。また、昨年のホストクラブ仙台１ゾンタクラブの皆様
のご努力を引き継ぎ、エリア１での研修を深めたいと思います。
　今年は五黄の寅です。36年に一度の年です。運気の強い年と言われています。また壬寅には、「新
しく立ち上がること」「生まれたものが成長する」という縁起のよい意味が含まれています。私達ゾンシャ
ンの奉仕活動がより多くの方々への貢献度を高めていけますよう、共に歩んで行きたいと思います。
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新入会員のお知らせ
●所属クラブ：仙台Ⅰゾンタクラブ　 ●入会日：2021年12月 1日付　●会員氏名：佐久間洋子様

退会会員のお知らせ
●所属クラブ：函館ゾンタクラブ　 ●退会日：2021年12月31日付 ●会員氏名：山形舞衣華様

エリア通信エリア通信

仙台Ⅰ

・会長・
才田いずみ
・会員数・
30名

12/ 7 12 月役員会 ・次期会長・副会長選挙手続確認
12/21 12 月例　会 ・クリスマス特別企画
 　　　　　　　　ミニコンサート　歌唱：田村祐子氏　　ピアノ：吉田彩氏
  ・仙台市の4つの児童養護施設への女子高校生自立支援金振込報告
  ・次期会長・副会長選挙のための指名委員会の設置
1/ 4 1月役員会 ・3月ローズデー講演会について
  ・4月チャリティコンサートについて
1/18 1月例　会 ・新年を寿ぎ日本舞踊　　・国際大会登録方法について
  ・仙台ⅠZCチャリティコンサートについて
  ・各会員から新年に当たっての一言メッセージ

コロナに負けず楽しい例会企画：
　　12月ミニコンサート（左写真）と
　　1月日本舞踊（大須賀会員）（右写真）

コロナに負けず楽しい例会企画：
　　12月ミニコンサート（左写真）と
　　1月日本舞踊（大須賀会員）（右写真）

●地区リモート理事会（午後８時より）
　・12月８日　・12月26日　・1月9日　・１月29日
●函館ゾンタクラブ訪問　12月15日、16日（ホテル函館ロイヤルにて）
　・エリアミーティングの打合せ（第一回）

●★ズーム会議（午後８時より）
　　12月８日　　12月26日   1月9日　　１月29日

★12月15日、16日（ホテル函館ロイヤルにて）　
　　函館ゾンタクラブ訪問・エリアミーティングの打合せ（第一回）
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函　館

塩　釡

札幌Ⅱ

・会長・
才田いずみ
・会員数・
30名

12月5日　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
・100周年記念のビデオを放映しながら、広報委員長と各委員長のトークセッションをし、国際ゾン
タの活動や地域への奉仕活動についてPRしました

・3時間の開催中、【ゾンタ・ゾンタ】と名前を放送していただき大いにアピールすることができ、　
新聞にも掲載されました。

・会長・
小林八重子
・会員数・
19名

12/ 1 理事会：・松村AD 例会訪問予定の件　　　・蔦屋書店イベントについて
 　　　　・指名委員選出の件
12/15 第 565回例会
 　　　　・松村 AD クラブ例会訪問　　翌日はエリアミーティング開催予定周辺な

ど視察し懇談を深めさせていただきました。
 　　　　・指名委員選出　　　・山形会員12/31にて退会報告
1/ 5 理事会：・【蔦屋イベント】会場での寄付金報告
 　　　　・エリアミーティングの内容について
 1/12 奉仕委員会開催　
 　　　　・2月奉仕先への贈呈や卓話依頼について
 1/19 臨時理事会開催
 　　　　・エリアミーティングの流れで例会承認が必要な事項提案協議
 第 566回例会（オミクロン株急増につき30 分例会会食なし）
 　　　　・創立月に乾杯　　・エリアミーティング概要承認
1/23 エリアミーティング総務委員会開催
 　　　　・松村ADとすり合わせた結果について及び各責任者を選任
 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

　11月下旬の「男女共同参画推進せんだいフォーラム2021」で会長が参加したジェンダ―論発表会プ
レゼンの報告を12月例会にてメンバーに報告させて頂きました。万障、都合を調整して対面での１月
定例会が開けたのが救いでした。急遽、参加できた「山崎直子元 JAXA宇宙飛行士」の zoom講演、
感激しました。

・会長・
中野わか子
・会員数・
4名

12/17 「12月移動例会」於：ブレアマリーナ　Gender Forumプレゼン報告
1/20 「１月定例会」新年会　会員経過報告とクラブ展望話合い
1/24 Zonta Makati& Environs ZOOM MEETING　参加１名（会長：中野）

12/21 12 月例会　通常例会後、会員親睦のためクリスマス会を引続き開催しました。
 　　　　　 今年度奨学金授与されたラージ・ラヴェーナさんをお招きしスピーチを 

 　　 していただきました。

3/6 ローズデー講演会
  児童養護施設から見た「女性・子ども・家族」
4/28 チャリティーコンサート「魅惑のオペラティック・ナイト」

5/7～5/8 ・エリア1エリアミーティングを担当します。前日にはエクスカーションや懇親会も実
　  施予定です。

 ・前夜祭では大いに懇親を深めていただくよう企画準備中です。雄大な駒ヶ岳と国
定公園大沼の自然の中でのエリアミーティングに是非、参加ください。沢山の方々
との交流を願っています。
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盛　岡

札幌 IRIS

 ２/14 ・「新春の集い」開催   ・会場：ホテルモントレエーデルホフ札幌
 3/  5  ・札幌Ⅱゾンタ、札幌 IRIS 共同での
 　・ローズデイ記念行事（地下街での啓発のためのティッシュペーパー配布」
 　・札幌市長面談申し入れ
 ４/23 ・講演会開催：「女性とSDGs」　　・講師：木下彰子国際ゾンタ理事
 ・会場：札幌プリンスホテル　　　・会費：1,000 円

１２/ ５ ２０２１年度チャリティーコンサート開催
１２/ ９ 北星学園女子中高等学校 Zクラブとの合同勉強会、SAYS NO開催
１２/21 奨学金贈呈された奨学生からのスピーチ

・12月11日（土）13：00より　
・ホテルメトロポリタン盛岡NEW WINGにて
・119人参加（人数1/3 に減らし）・会費2,000円（お土産のケーキのみ） 
・飲食　一切なし（水飲み） 　・収益はビンゴカード販売とオークショ
ンのみで、経費を除き200,000円弱の利益
・初めての土曜日の日中、会食なしでしたが、土曜日日中開催でかえ
って出やすかった。
　次回はランチ提供が良いとの意見。

・会長・
柴田和子
・会員数・
17名

12/11 チャリティークリスマス・ビンゴパーティー
 人数1/3に減らし会食なし　
  1/12 例会 - 新年会
 久しぶりの会食とミニオークション（売り上げ18,000 円）

・会長・
岡部文子
・会員数・
10名

12/ 4 ・理事会　　・チャリティ景品仕分け
12/ 5 ・札幌Ⅱゾンタクラブチャリティーコンサート出席5名
12/ 6 ・例　会　　・クリスマスチャリティビンゴパーティ開催
 　・毎年の景品仕分けは、クラブのコミュニケーションには大切な一日。それぞれ

ご馳走を持って集まるのです。会員一同の楽しみです。
 　・ホテルと十分相談しながらの開催。お客様も２年ぶり、久々のイベントだと喜

んで頂けました。
 １/１０ ・理事会　・チャリティ反省・２月イベント計画（２週間前に開催の最終判断とする）
 １/１７ ・例　会   ・チャリティ反省
 ・２月イベント決定（コロナの状況により開催の最終決定を２週間前か蔓延防止等

重点措置発令段階に判断すること）
 ・４月SDGs関連の講演会開催決定。札幌Ⅱにも共催を呼びかける。
 １/22 ４月講演会打ち合わせ
 ・札幌Ⅱゾンタ・札幌 IRIS　会長、副会長合同打ち合わせ

　12月９日　札幌ⅡZCと北星学園女子中高等学校Ｚクラブとの合
同ＳＡＹＳ　ＮＯキャンペーンを開催しました。今年度の活動報告
に続き、最近国際的に問題視されている少数民族女性に対する人
権問題について意見交換を行いました。

２年ぶりにクリスマスチャリティビンゴパーティを開催。例年の６
割のお客様とし、感染対策徹底。会員は当日抗原検査実施で臨み
ました。皆様大変喜んで頂け、参加できなかった方からもチャリ
ティには協力したいとドネーションが届きました。

・会長・
酒勾桂子
・会員数・
16名

 1/18 1月例会　 指名役員の選出
 　　　　　 2021年度寄附先の検討
 　　　　　 事務局設置についての意見交換
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福　島

山　形

山　形

秋　田

・会長・
山川多美子
・会員数・
12名

12/19 理事会・例会　・活動を振り返って　現在の会員数12名　年間活動報告
 　・ローズデーに向けて　国際ゾンタの目標、女性地位向上に向けてのお話を実際

　活躍している会員から話を聞く。3 月ローズデーに向けて福島県、福島市、マ
　スコミに発信していく。１月は長尾トモ子会員の卓話を予定

 　・財務より　10/31現在状況　会費納入について　・会報発行について
 　・ガバナー、AD訪問時の会場はどうするか。
 　・報　告　福島民報社・福島民友新聞社
 　　　　　　　　　令和4年1月1日年賀掲載
  1/21 理事会・例会　
 　・長尾トモ子会員卓話「女性と政の役割」

・会長・
森　　睦
・会員数・
15名

（内２名が休会中）

12/ 7 例　会・SAYS NO 活動会員研修会
  　　　　　演　題　「山形県警察における女性警察官」
  　　　　　　　　　天童警察署生活安全課 課長　五十嵐　　愛 氏
  　・指名委員会より　・来期会長候補選挙に関する件を発表
 　　・ローズ（国際的女性）デー　について　講師選出　等
12/16 理事会・新年会の持ち方等
  1/ 6 例　会　「新年会」（いつもより豪華な食事、会員より新年の抱負、思いを発表）
 　　　・指名委員会より　・来期会長候補者に関する件を発表
  1/26 東海大山形校長　岡田恵子氏に講演依頼で訪問（3名）　  

3/ 19　ローズ（国際的女性）デー　について
　 講演：東海大山形校長　岡田恵子氏

コロナ感染第 6波が、オミクロン株によって急拡大したことと、大雪と寒波到来で恒例の活動中
止を余儀なくされ残念です。そのなかでヒトデプロジェクト第2弾のクリスマスプレゼントを施設
の児童たちに届けることができました。素直な明るいお礼のメッセージカードが届き、感激いた
しました。この交流が一過性で終わらないよう今後の奉仕について考える契機になりました。　
①部分紹介いたします。

1 月例会 長尾トモ子会員卓話　年の初めに県議会議員としての
活動と今まで歩んできた道のりを語って頂きました。現在活躍して
いる会員のお話を聞くと力が湧いてきます。これからの活動に活
かせればと思います。新変異株「オミクロン株」が猛威を振るう中、
広い会場での感染対策徹底しての例会。いつまで続くのか…

・会長・
佐藤康子
・会員数・
10名

12/12 例　会　・ガバナー通信 12 月号、エリア 1通信 12 月号の学習　第 16 回地区大
会開催のご苦労と IT を駆使した技術の変革に足並みをそろえて参加するにはどう
したらよいか話し合いました。

  現状では、困難という結論になりました。対面に期待する。
 ・Zonta Says No キャンペーンはふらふ掲示のみ。
  講座開催、街頭キャンペーン等直接訴える活動はできなかった。
 ・ヒトデプロジェクト第 2 弾の奉仕について具体的に検討し、秋田感恩講と障害者

施設若竹学園に配布
  あきたフードバンクとの連携でクリスマスプレゼントをタイミングよくお届けできました。
 ・ユニセフ、ワールドビジョン、福祉施設やすらぎの家に寄附支援【継続支援】
 ・針生峰子会委員を現有会員のまま、秋田ゾンタクラブの名誉会員に推挙
  　　12月19日秋田ゾンタクラブ創設の日を記念して
 1/ 9 例会 移動例会　・秋田キャッスルホテル車屋
 ・ゾンタニュースレター 12 月号の学習、アメリアイヤハート・デーの学習、秋田ゾ

ンタクラブ恒例のイベントの開催について協議
 　　　　コロナ・オミクロン株の感染急拡大のため全部中止に決定


