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エリア２会員数

AD便り

いつものウォーキングコース。その川沿いは菜の花と桜の美しい競演で道行く人の目を楽しま
せてくれます。皆様もそこかしこで美しい花を愛でながら４月のスタートを迎えていらっしゃること
と思います。

そのような中、４月２日に東京GRACEゾンタクラブ（髙橋真理会長）の認証伝達式がThe Okura 
Tokyoで開催されます。最近の世情不安の中で、私たちゾンシャンにとって、新クラブ設立は最
高の出来事となります。この日のためにご準備された矢﨑様、かながわZCの皆様、髙橋様始め
会員の皆様には心よりお祝い申し上げますとともに厚く感謝いたします。認証式の様子は
次回の通信でお伝えいたしますので楽しみにお待ちください。

さて、いよいよ第１３回エリア２エリアミーティングの開催も来月となりました。三重ZC（丸山会長）
のホストのもと、５月２９日に都ホテル四日市において、「食で紡ぐ子どもの未来」をテーマに掲
げ、開催の準備を進めています。基調講演は「発達障害児の理解～食の問題も含めて〜」
の表題で、水口進氏（放送大学客員教授 臨床心理士）をお招きしてご講演をいただきます。

また、2022年４エリア共通プログラムは次の３つです：
①勧誘時のゾンタ紹介法・オリエンテーション
②国際会費の支払い方法＆新入会員登録法
③ロバート法の講義

ゾンタの運営の仕方や組織のあり方について考え学べるよい機会です。地区やエリアやクラブ
やまた個人で、女性や子供の支援について考え、各クラブの活動推進につなげてまいりましょう。
多くの方々のご参加をお待ちしております。

東京I ：板橋希（2/15）
かながわ：越智英子（1/24）、矢崎保子（3/8）

各エリアのエリアミーティングの予定は次のとおりです。
ご都合がつきましたらご参加ください。よろしくお願いいたします。

エリア１ ５月８日（日)      函館大沼プリンスホテル
「貧困・教育・Communication 」～奉仕活動での自己充実感と新たな歩み～

エリア２ ５月２９日（日） 都ホテル四日市
「食で紡ぐ子どもの未来」

エリア３ ５月１５日（日） ANAクラウンプラザホテル金沢
「未来に向けてのエンパワーメント」～for Active role～

エリア４ ５月２２日（日） ホテル北野プラザ六甲荘
「みんなの幸せが私のしあわせ 奉仕活動の現状と未来」

退会者
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東京I

岐阜

松本

かながわ

東京III

横須賀

三重

東京II

エリアミーティングのテーマ：「食で紡ぐ子どもの未来」

過去に食育に関する卓話を実施。食により健康的な生活を送る
ことができ、心も安定、社会性やマナーを身に着けられると学ん
だ。余談ですが、名古屋SORAは例会会場を食事の美味しい
ホテルに期間限定で変更中…出席率がアップしています。
食は大事！！

横浜
児童福祉施設の子供たちと年１回野球見物に行っています。

東京GRACE

子ども食堂への支援を2020年度からスタートしました。鈴鹿市
母子寡婦福祉会への寄附し、会長の北野好美先生に「ひとり親
家庭の交流の場の提供」という研修会を開催し、お手伝いに２回
参加しました。今後も継続していく予定です。

・ヒトデプロジェクト（クリスマスプレゼント）として子ども食堂を支援

・今後、管理栄養士・薬膳師（松本ゾンタ会員）による、大人と子ど
もの食についてのイベントあり。
・5/5 信州岩波講座/まつもと2022講演会「多様性を包み込む社会
へ」講師：田中優子氏（まつもと市民芸術館主ホール、13：30開演）
・5/22 ローズデーイベントオンライン研修会（3月より移動）「小学
校における性教育の現状と課題-子どもを性教育から守るために」

・元会員高橋澄江さんより食育や栄養指導に関する卓話会開催。

・群馬ゾンタまつり、Ⅿサポまつり（前橋市のボランティア団体の
イベント）にて高橋会員（故）を中心とした来場者の食事相談や
食育相談窓口開設。

群馬

特に食と子どもに特化した支援活動はしておりません。ただ、女性
ネットSaya-Sayaでは当事者、殊にシングルマザーはコロナ禍で困窮
を極め、食糧品の要望を受け、関係機関である子育て交流サロン
に直接、ネットからレトルト食品をお送りしました。

1967/10/16 スウェーデンパンの試食 1971/8/21 卓話現代っ子
のサラダ嗜好 1975/10/13 卓話 韓国食生活 1977/6/8 ﾐﾙｸ
ﾗｲｽｸｯｷﾝｸﾞ料理講習会 1977/8/1寄付 ねむの木学園 1978/9/2 
料理講習会 1980/2/9料理講習会 1994/10/18卓話 油と脂
2001/12/18卓話ワインの楽しみ 2011/7/3 あしなが育英会に寄
付 1964年 利島の小学校にミシン贈呈

以前会員の食についての卓話にて、味覚は五感を通して心と脳が
感じ、良い食事が精神、健全身体を作る重要要素であるがゆえバ
ランスのとれた食習慣と共に食事環境もが大きく影響するため非
常に大切である。特に幼少期、成長期には手作りの食事で楽しく
が絶対必要！の学びでした。

子ども食堂ぎふネットワークでの活動を支援するにあたり、代表
を講師に招いて２回の卓話を開催した。講演内容は、活動の経
緯と運営、現状と課題について。具体的な資料に沿ってのお話
で、理解を深めることができた。特には、「まちかど保健室」「生
理用品を小中学校トイレに」「生き方に寄り添う活動」「国と共同
して１８歳以上になってからの居場所つくり」等の取り組みにつ
いての現状を知り今後の課題も見えてきた。ヒトデプロジェクト
グッズの贈呈も行った。クラブとしても継続的に支援をしていく。

NPO法人グループ藤の子供食堂「まるだい」、及び新たな施設へ
の支援として「こどもスマイル食堂」を加えヒトデデプロジェクト第3
弾のノートを申し込む予定です。新学期が始まる子供達に喜ばれ
ると両施設から大変感謝されている。

昨年「ヒトデプロジェクト」のご支援としてNPO法人フローレンスこど

も宅食事業部に二度ご寄付させていただいた。クリスマスには会
員から子供・大人用の服、靴などを開催されるバザーの為に、
ご寄付を同団体にお送りさせていただいた。

日
程

東京I 4/19 ,5/17, 6/21 松本 4/21, 5/19, 6/16 東京III 4/8, 5/6 , 6/8
横浜 4/13, 5/11, 6/8 名古屋SORA 4/20, 5/18, 6/15 群馬 4/5, 5/3, 6/7
東京II 4/14, 5/19, 6/9 かながわ 4/12, 5/10, 6/14 山梨 4/21, 5/19, 6/16
岐阜 4/15, 5/20, 6/17 横須賀 4/19, 5/17, 6/21 三重 4/15, 5/20, 6/17

東京GRACE 5/10

・きずな会 高校卒業の女子一名にこれから社会に出るためのテー
ブルマナーを実施した。少しでもお役に立てて頂けたらと思います。

山梨

コロナ禍で現在は会食できませんが2018年1月～2019年2月ま
で、毎月末金曜日に150食の夕食を提供する「みんなの食堂」を
支援してきました。働くママたち、弧食になりがちな高齢者も含
めて、季節の野菜、地域の食材、なるべく添加物の少ない食材
を使って作ることをモットーに提供してきました。片付けや食器
洗いは子供たちもしてくれる関係が楽しかったです。早く元に戻
りたいです。

名古屋SORA

各クラブのテーマに沿った活動をご紹介します。

横須：フードドライブ事業
松本：子ども食堂なみカフェ群馬：ヒトデプロジェクトクオカード進呈
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クラブ名 活動内容

東京Ⅰ №492/12名
向井優子会長

・2/15 次期会長選挙 田中洋子会員 次期会長選出 ・3/9 東京ⅢZoom卓話参加3名 向井、田中、吉松
・3/15 ローズデー卓話 田中洋子会員 テーマ：「円ができて向かう先」〜現状に本気で取り組む女性問題のアドボカ
シー内容：円は『輪と縁』の意味で、東京都の特命相談員、民生委員、商工会議所の各委員会での活動の経験から
語る女性問題について

横浜 №594/18名
阪井サヤカ会長

・2/9 リモート例会 参加者6名、東京Ⅲゾンタクラブの設立20周年記念企画に1名参加報告、フィリピンゾンタ主催アメ
リアイアハート月間記念イベントに1名参加報告。3月からのイベント案内。4月に行うローズデー卓話についての打ち
合わせ ・2/21 リモート理事会 参加者5名 今後のイベント参加者の確認、ローズディ卓話の役割分担について話し
合う。 ・3/9 リモート例会 ローズデー卓話についての内容の確認、今後の他クラブのエリアミーティング参加につい
て。来期の役員について。 ・3/23 ホテルニューグランドにて理事会開催。出席者4名：ローズデー卓話の役割分担、
各エリアミーティング参加者の確認、出店について打ち合わせ。

東京Ⅱ №1071/21名
渡辺碩子会長

・2/3 Zoom理事会７名・2/10 Zoom例会15名・指名委員会報告2022年６月～2024年５月新役員・理事発表。・会報誌

作成 ・エンジェル基金で支援をした阿部友里香さんが３回目のパラリンピックに出場で応援 ・シャロン国際会長から
の恵泉女学園大学GZクラブ卒業生へのお祝いメツセージを転送 ・恵泉女学園大学GZクラブへ未使用、書き損じ葉
書600枚超送付 ・国連ウィメン日本協会「国際女性デ―」オンライン（複数名登録視聴）
3/3 Zoom理事会６名・3/10 Zoom卓話例会17名、ミュンヘンⅡZC野崎陽子様によるローズデー卓話「ドイツにおける
女児虐待の現状」・国際大会デリゲート、オルタネートの確認 ・ヒトデプロジェクト第三弾寄付先決定
・東京ⅢZC創立２０周年記念オンライン（４名参加）・CSW６６オンライン〔3/14～25、ニューヨーク〕（複数名登録視聴）

岐阜 №1078/12名
西尾英子会長

・2/18 理事会 ・2/18 例会 指名委員の選挙
・3/8 国際女性デー、ローズデーライトアップ事業、 展示会場開催 (2021年12月～2022年３月、行政に要望書提出、
臨時理事会、準備委員会を開催してのアドボカシー活動となった) ・3/18 理事会 ・3/18 例会 役員改選

松本 №1522/42名
山田知里会長

・2/17 Zoom例会、・3/17 ハイブリッド形式例会・2/3、3/3 理事会 ・2/11、3/11 フラワーデモin松本参加
・2/17、3/17 信州岩波講座/まつもと実行委員会 ・3月例会…ガールスカウト日本連盟より感謝状拝受（当クラブの長
年の支援に対して贈られた）／ゾンタローズデー月として3月例会で黄色いミニブーケを準備し啓発活動を行い、平和
を祈る／第三弾ヒトデプロジェクトの3団体を決定（NPO法人十色・はぐルッポ、ホットスペース）／国際大会、エリア
ミーティング、地区大会第二弾の参加促進／ゴールデンZ報告…学位授与式にて中村留奈さん総代、雨宮かつみさん
赤羽賞受賞 ・オンラインチャリティーバザー2月（1月から移動）…信州生はちみつ ・オンラインにて参加…3/8国際女
性デートークイベント・3/9東京ⅢZC設立20周年記念企画Vol.6  
・3/19北九州ZCローズデーイベント（オンライン）

名古屋SORA
№1531/15名
榎本和会長

・2/16 例会 ・2/27役員理事会
・3/16 例会

かながわ
№1598/7名
今村令子会長

・2/8 例会・理事会
・3/8 例会・理事会

横須賀 №1665/6名
臼田君代会長

・2/22 月例会（ガバナーズレター、エリア通信、料理講習会の準備、他） ・2/27 ローズデー記念料理講習会「大根と
牛乳の消費拡大のために」試食は無し。・3/2 「189」（いちはやく）映画鑑賞（児童虐待防止がテーマで胸を打つ映画）
・3/8 UN Womenオンラインチャリティー・トークイベント サヘル・ローズさんが語る「出会いこそ、生きる力～世界中の
女性と少女にエンパワーメントを～
・3/9 東京ⅢZCオンライン卓話会「困難な問題を抱えた女性たちの支援をめざして」 戒能 民江氏
・3/13 じゃがいもの植え付け（駅前県有地） ・3/15 月例会（料理講習会の反省、エリアミーティング、横浜ZC卓話会
ほか） ・3/17 逗子市社会福祉協議会フードドライブ事業食料の箱詰め作業
・3/27 拡大版久木朝市（焼き菓子、ママレード、の販売）久木会館前

東京Ⅲ  №1677/9名
片桐典子会長

・ヒトデプロジェクト第3弾のご案内を継続支援先3カ所と、卓話でお話し頂いた新たに2か所にお送りし、現在申し込み
受付中。 ・3/9 ローズデーに因み、東京Ⅲゾンタクラブ設立20周年記念卓話Vol.6開催。「困難な問題を抱えた女性
達の支援をめざして」～婦人保護事業から女性支援法～参加者50人 内容：現行法や婦人保護事業の課題と女性
支援新法の必要性について大変分かり易くお話頂き、カリヨン子どもセンターの坪井先生からのご発言やフロアから
の熱心なご質問に戒能先生から「皆様に関心を持って頂き心強く感じました」とコメント頂く。
・3/19 北九州ゾンタクラブ主催ローズデー企画「ジェンダーと気候変動」講師：大田純子氏（3/19）
にオンライン参加。

群馬 №1890/6名
片岡仁美会長

・2/16 例会、理事会 ・3/9 東京Ⅲゾンタクラブ設立20周年記念卓話Vol.6 ・3/14 ローズデーイベントとして特定非営利
活動法人ひこばえにおいてDV被害者を対象に振袖着付けを行った。
・3/16 例会 ・3/23 Zoom理事会

山梨 №1939 /15名
佐藤みつ子会長

・2/15 早野組様訪問
・3/18 航空高校訪問

三重 №1971/28名
丸山淳子会長

・2/11 飯島ADご出席のもと、エリアミーティングの打ち合わせ Zoom開催 ・2/18 例会（メール審議開催）
・3/8 飯島ADご出席のもと、エリアミーティングの打ち合わせ Zoom開催
・3/8 例会（オンライン開催）

東京GRACE 
№2012/17名
髙橋真理会長

・2/8 国際加盟認証状伝達式準備/海外支援先検討
・3/8 国際加盟認証状伝達式準備

クラブ活動報告

名古屋：東急ホテルコース料理

松本：ガールスカウト感謝状
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クラブ名

東京I

・4/2 東京GRACEゾンタクラブ認証状伝達式 6名参加予定 ・5/11 地区大会PART2 6名参加予定
・5/29 エリア２エリアミーテイング 6名参加予定 ・6/22-28 国際大会ハンブルグ 3名参加申込み ・7/31 60周年記念式
典祝賀会 於：京王プラザホテルエミネンスホール ・10/30 57回チャリティバザー於：京王プラザホテル グレースルーム

横浜

・4/2 東京CRACEゾンタクラブ認証式2名参加予定
・4/13 ローズデー卓話：ルポライター橘ジュン様を講師に迎え、行う予定。
・5/15 金沢でのエリア3ミーティングに1名参加予定・5/22 神戸でのエリア4ミーティングに1名参加予定。
・5/29エリア2ミーティングに6名参加予定 ・6/11地区大会パート2 2名参加予定。 ・6/25～28日国際大会に1名参加予定

東京Ⅱ
・4/2 東京GRACEゾンタクラブ国際ゾンタ加盟認証状伝達式へ11名出席
・5/29 エリア２エリアミーティング ・6/11 地区大会Part 2 ・6/25-28  ハンブルグ国際大会（2名出席予定）

岐阜
・4月 ヒトデプロジェクトプロジェクトグッズ 贈呈式大野慈童園、若松学園の２か所に贈呈する予定
・6月例会にて総会挙行予定

松本

・4/25 新会員歓迎会、オリエンテーション（会員委員会 於：ホテルブエナビスタ）
・5/5 信州岩波講座/まつもと2022講演会「多様性を包み込む社会へ」
講師：田中優子氏（まつもと市民芸術館主ホール、13：30開演）
・5/22 ローズデーイベントオンライン研修会（3月より移動）
「小学校における性教育の現状と課題-子どもを性教育から守るために」

名古屋
SORA

<NEWS> ウクライナ情勢に心を痛めている。日本アカデミー賞授賞式で役所広司さんがタキシードにウクライナの国旗の色（青

×黄）のポケットチーフを差していた。ウクライナのことは何一つ語られなかったが、強いメッセージを感じた。ゾンシャンとして
世界の平和を祈るために、（青×黄）のリボンを制作して着用することを例会で検討した。

かながわ
・4/2 東京GRACE認証式参加・4/12 例会で、磯子地域ケアプラザ内、「こどもスマイル食堂」の会長による卓話を予定している。
子供食堂への第三弾「ノートとペン」との事ですが、今どきの子供達は学校でシャープペンシルを使うと聞きました。

横須賀
・4/2 東京GRACE認証式 ・5/29 三重エリアミーティング
・6/11 地区大会PART2 

群馬
・4/2 東京GRACE認証式参加 ・群馬ゾンタクラブ10周年記念企画の開催 ・5/8 エリア1エリアミーティング参加
・5/15エリア3エリアミーティング参加・5/22 エリア4 エリアミーティング参加 ・5/29エリア2エリアミーティング参加

山梨
・5/5 松本ゾンタクラブ岩波講座参加
・5/29 三重エリアミーティング参加

三重
・エリアミーティング開催に向けた準備に取り組んでおります。 ・4/11 飯島ADご主席のもと、エリアミ―ティングの打ち合わせ
Zoom開催予定・5/29エリア2エリアミーティング開催予定

東京
GRACE 

・4/2 認証状伝達式11:00-15:00予定 The Okura Tokyoにて

イベント開催予定のクラブのみ掲載しています

東京III：3月卓話

横須賀：ローズデー記念料理講習会

岐阜：ゾンタクラブ国際女性デー

松本：ゾンタローズデー

松本：ローズデーイベントポスター

群馬：ローズイベント振袖着付け支援

横須賀：フードドライブ


