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悲しみと憤慨とやるせない気持ちに震えながら、ラスト 2となったガバナー通信を書いています。何も

知らない坪庭の桜が今年も季節を忘れずに咲き誇り、その姿が儚くも美しく感慨深く、言いようの無い

切なさと共に暮らしております。 

この約 2 年、コロナのことばかりを考えていました。いつマスクを外し、いつお会い出来、いつ 2020-

2022 が正常に走り出せるのかと、そればかりを。最後にこんな異常で残酷で非人情な世界状況に遭遇す

るとは想像だにしませんでした。地球は一つのはず。地球にどうか神＊の愛を！！（注＊ 特定の宗教

を示すものではない） 

 

 

連絡事項です。 

 

● 東京 GRACEゾンタクラブ国際ゾンタ加盟認証状伝達式 

4 月 2 日、東京 GRACEゾンタクラブ国際ゾンタ加盟認証状伝達式が、The Okura Tokyoで挙行されます。

会長髙橋真理氏、SOM委員長清水佳子氏、SOMクラブかながわ ZCです。その他、目に見えないところで

の熱い尽力があり、その賜物で東京 GRACEは生まれました。祝賀会に駆けつけて下さる方もそれが叶わ

ない方も、心から 26地区の新クラブ誕生を祝い皆で今後を見守っていきたいと思います。 

 

● エリアミーティング 

お待たせしました、エリアミーティング、3 年ぶりに対面開催実施出来そうです。 

各人の状況が違いますので決して無理をせず、しかし学びと旧交を深めるために、可能な限り出席して

下さい。 

①5 月 8日（日） 第 13回 エリア 1 エリアミーティング （函館 ZC）      

②5 月 15 日（日） 第 14回  エリア 3 エリアミーティング （金沢 ZC）   

③5 月 22 日（日） 第 14回  エリア 4 エリアミーティング （ﾌｴﾆｯｸｽ神戸 ZC）  

④5 月 29 日（日） 第 13回 エリア 2 エリアミーティング  (三重 ZC)  

（③22 日は大阪ⅡZC ハイブリッド形式講演会がありますがエリア 4 の方はエリアミーティングを優先して下さい。） 

・今回は去年度から申しています通り、ハイブリッド形式にはしません。したがって当日オンライン開

催は行いませんが、学びの場としてのエリアミーティングを共有する為、全エリアミーティング終了後

すみやかに YouTube（ＨＰ）で、共通テーマと各エリア独自のハイライトを纏めて配信したいと考えて

いますし、同時に、報告書（4エリア共通）も制作します 

Vol.11 April 1 2022 
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● 地区大会 part2 

エリアミーティングに続き開催出来ると信じています。 

◎ 6 月 11 日（土） 第 16 回 国際ゾンタ 26 地区大会『ゾンタを明日へつなぐ』part2 

            ―ウクライナの 3 つのクラブに思いを寄せてー 

会場は琵琶湖ホテル、ホストは大津 ZC です。コロナ禍の第 16回大会は『ゾンタを明日につなぐ』こと

にテーマを絞りましたが、ここに至り副題 ―ウクライナの 3つのクラブに思いを寄せてー を付けて

part2 を開催させて頂きます。 

3 つのクラブとはウクライナの西部に位置する Lviv(リヴィウ )、Lviv Zamok(リヴィウザモク) と

Uzhgorod(ウジゴロド)であり、今まで、ウクライナ東部や、Donetsk(ドネツク)、Luhansk(ルハンシク)、

Crimea(クリミア)からの難民女性とその子供たちを長年にわたって支援してきたクラブです。そこがも

はや危機に遭遇しているのです。心を寄せましょう。 

地区大会part2の内容は少し変更しながらも詰めに入っています。4月中旬には正式な案内を出します。

今しばらくお待ちください。 

(現段階での概要) まだ変更あり得ます  

6 月 10 日（金）オプション 

○18 時から  「前夜祭」    琵琶湖ホテルにて 

6 月 11日（土） 地区大会（本番）  

◎9時から     メモリアルサービス 琵琶湖ホテル「チャペル」にて 

◎11 時から     会 議     琵琶湖上客船「ビアンカ」にて 

◎18 時 30 分から 懇親会     琵琶湖ホテル「瑠璃の間」にて 

第 1 部 ガバナー最後の挨拶、ガバナー引継ぎ式 

第 2 部 26地区 2020-2022 フィナーレパーティ with 加藤登紀子 

第 3 部 打ち上げ花火    琵琶湖湖上 

6 月 12 日（日）オプション 

  ○9 時から    三井寺散策 

○12 時 30 分から Good by Lunch  ﾚｽﾄﾗﾝ「キエフ」祇園四条（加藤登紀子の店） 

 

●Z&GZクラブ「エマ L コンロン 26 地区賞」 

地区大会 part1で「エマ L コンロン 26 地区賞」を設けることが決まりました。今まで国際が設けてい

た賞ですがそれが終了され、地区での設置を国際が奨励されたことがベースにありました。この賞に関

しては、Z&GZ 委員長と話し合い以下のように取り決め、理事会で承認しておりますのでご周知下さい。

地区大会 part2の前にお知らせしておきます。 

 ◎「エマ L コンロン 26 地区賞」 

・国際賞の時と同様、「エマ・L・コンロン賞」という名称を使う。 

・応募ではなく、報告を見てこちら（Z&GZ委員長サイド）で該当クラブを決める。 

  ・2年に 1 回の賞とする。該当クラブが無い時には流す。 

・2年前まで遡って審査する。 

・審査員：①ガバナー ②副ガバナー ③Z&GZクラブ委員長 ④直前委員長 ⑤前々委員長の 5名 

・副賞として、5万円相当の図書券を進呈する。   以上です。 
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●周年記念 

山形 ZC 15周年、SEN 姫路 ZC 10周年のお祝いが国際から届いています。 

また、7 月 31 日には日本ゾンタの夜明け 東京ⅠZC 60 周年記念式典が挙行されるべく準備がなされて

おります。 

 

●2022ハンブルグ（ドイツ）国際大会 

さて、国際大会です。1 週間ほど前にクラブ会長に The 2020-2022 Biennium Club Mailing が届いてい

ることと思います。ここに国際大会のことが書かれています。今、矢﨑国際翻訳委員他に急いで翻訳し

てもらっています。今しばらく お待ち下さい。 

今の段階では、あくまでハイブリッド開催です。「ぜひドイツにお越し下さい。」という案内と「それが

可能でない場合は、クラブ会長が会員全員に、オンラインで参加するよう勧めてください。」と書かれて

います。 

・デリゲートの登録 

私は先日の動画で「デリゲート（投票権を持つ人）は、対面参加&オンライン参加どちらでも OK」と申

しました。しかし、その後 3 月上旬に国際ゾンタ HP に赤字で「投票できるのは対面参加者のみ。」と記

載されました。Ｄ26の参加者数を見ていると現段階ではすべての票をハンブルグに持ち込むのは不可能

に近い気がします。国際にメールしましたが「プロキシー（委任状）は違う地区でもＯＫ」との返事で、

より複雑になってしまいます。4 月まもなくプロキシーの件も含め国際から詳しい情報が報告される予

定ですので、今しばらく猶予を下さい。 

・通訳のこと 

木下国際理事の会社に便宜を図ってもらいます。ハンブルグ対面参加者、オンライン参加者共に可能に

して貰うようお願いしています。 

・メモリアルサービス 

物故者の提出有難うございました。これで間違いな

いでしょうか？訂正、不幸にも追加が出た場合は

4/30 までに地区書記にお知らせください。 

・ハンブルグ対面参加予定者 

クラブ会長は、速やかにクラブ内の対面参加予定者

（登録済か否かも含めて）を、4 月 10 日までに ADに

報告下さい。ADは速やかにガバナー（cc副ガバナー、

書記）にお知らせ下さい。 

 

●ヒトデプロジェクト第 3 弾 

 2020-2022今期最後のヒトデプロジェクト配送中。

手帳なかなか好評です。締切は終わっていますが若

干余裕ありますので、追加、新規まだ少し受け付けま

す。春の新学期、新年度用ですのでお急ぎください。 

今までヒトデプロジェクトに関するご理解、ご協力、

誠に有難うございました。 

 

Name Zonta Club of

1 Akiko Satou Sendai Ⅰ

2 Hiroko Tomabechi Hakodate

3 Kumiko Saito Fukushima

4 Nobuko Takahashi Yamagata

5 Toko Shinoda Tokyo Ⅰ

6 Kazuko Yokomizo Yokohama

7 Kimiko Seki Tokyo Ⅱ

8 Tazuko Kitagawa Gifu

9 Ryoko　Saisho Osaka Ⅰ

10 Ikuko　Ohnishi Nara

11 Chiyoko　Nishida Nara

12 Masako　Tanaka Wakayama

13 Kazuyo　Jinda Naramanyo

14 Hiroko Tsutsumi Okayama

15 Kusuko Urabe Fukuoka

District 26
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●動画配信 4/6-12 

4 月初めに届けられる予定の国際大会情報他、エリアミーティング、

地区大会などの最新情報を配信します。URL は追ってお知らせ致しま

す。また登場致しますがどうか宜しくお願い致します。 

 

2020-2022 26 地区ガバナー 岡澤則子 

「尚、ウクライナの地名は旧名のまま記載しています」 

 

 

坪庭の桜 

（Okazawa house in Kyoto） 

 

 

 

 

国  際  の  窓 
 

ウクライナには３つのゾンタクラブがあります。D27 に所属するクラブです。 

Lviv-Zamok クラブの Luba Maksymovych が世界中を結んだ ZOOM 会議で凄まじい報告をしてくだ

さいました。想像を絶するような戦場下にあって、冷静に状況報告をしてくださいました。「ゾンタは支援団体で

はない」という条件はあるものの、世界中のゾンシャン達はいてもたってもおられず、救いの手を差し伸べてい

ます。一日も早く戦争が終結することを願わずにはいられません。 

 

そんな中、ハンブルグでの世界大会の準備は刻々と進んでいます。コロナ禍にあって通常ではないハイブリッ

ド方式で開催する準備はしてきましたが、まさかここに来て「戦争」まで絡んでくるとは想像だにしていませんで

した。 

ゾンタのバイローズに沿って、弁護士のアドバイスを頂きながら、世界大会が正しく開催されるべく、理事会は

文字通り必死で準備をしています。 

 

資料や Proxy についてはガバナーから説明があると思います。 

 

Zonta App はもう試されましたでしょうか。携帯電話でゾンタの情報が簡単に取れますし、会員の意見も書

き込めるアプリケーションです。世界大会の情報も満載です。是非早いうちにお試しください。使い方は国際の

Web 上で詳しく説明してあります。 

 

来期に向けて大切な報告をさせて頂きます。 

“Build a Better World for Women and Girls.” これが来季からの国際ゾンタのスローガンです。 
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設立以来１００年近く”Advancing the Status of Women Worldwide“でしたが、最近は 

”Empowering Women through Service and Advocacy”でしたね。今期の国際理事会で討論した

結果、英語以外の言語にもしやすくて、わかりやすいスローガンであるべきということで、決定しました。 

ゾンタ財団も通称は“Zonta Foundation for Women”になりました。 

 

国際ゾンタは進化を続けています。２世紀目に入った国際ゾンタの価値ある活動を継続させるために、会員様

のことを考え、よりアピール度を高め、会員様の意識を高め、仲間を増やすために成長し続けているのです。 

 

Ute 次期国際会長のモットーは「”Zonta Spirit” を大切にすること」。D26 の私たちも実践していきましょ

う。 

国際ゾンタ&ゾンタ女性財団理事  木下彰子 

 

 

 

 

委 員 長 便 り 

 

 

2 月に、ゴールデン Z クラブ会員の卒業生への国際ゾンタ会長からのお祝いの手紙を６クラブへ送りました。 

国 際 ゾ ン タ  会 員 委 員  Mariah  Callis Goodwin さ んか ら 最 新 の Ｃ Ｓ Ｗ  Youth Advocacy 

Training 、東京Ⅲゾンタクラブ、北九州ゾンタクラブの卓話への オンラインでの参加案内メールを配信させ

て頂きました。 

4 月初めに、各 Z&GZ クラブへ、2021 年度活動報告と新役員名簿の提出依頼の配信を予定しています。 

 

                   Ｚ＆ＧＺクラブ委員長 真鍋芳美  

 

 

リーダーシップという言葉がこれほど各方面で言われていると思うのは気になっているからでしょうか。 

仲間と集い偽り無く言葉を交わし互いに学びあえる、誠実である事、リーダーシップに最も必要な基礎条件か

と感じています。 

リーダーシップ開発委員長 水野幸子  

 

 

4 月になり、各クラブでは会員の入会・継続・退会ならびに国際会費納入手続きの準備にかかっておられること

と思います。幸い、すべてのエリアミーティングで後藤宮子地区書記がオンライン手続きについて、ご説明くだ

さることになりました。国際ゾンタのクラブのサイトにアクセスできる、クラブ会長、クラブ会計の方、次期クラブ

会長、クラブ会計の方は是非お聞き逃しがないように、よろしくお願いいたします。 

 

副ガバナー/会員委員長 浅野万里子  
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第 66 回 国連女性の地位委員会報告 

3 月 14 日～3 月 25 日の 2 週間にわたる第 66 回国連女性の地位委員会(Virtual Forum)が

終了しました。国際ゾンタは、今回、気候変動が女性や少女に与える影響や気候変動に対してジェンダ

ー平等達成のために取られている行動に関する 11 のイベントを推奨しておりました。国際ゾンタの

CSW への参加は、女性の権利を促進し世界中の女性の生活の現実を文書化し、ジェンダー平等と女

性のエンパワーメントに関する世界的な基準を形成するために貢献できる活動です。シャロン国際会長

が UNICEF と共同で開催したイベントで CSW のメインテーマに対する私たちのポリシーを声にする

ことは、「Zonta Says No」と並ぶ、国際ゾンタの最も重要なアドボカシー活動です。今年の合意結論

にも私たちの意見が反映されることを期待しています。 

 

また、今回は、CSW の予定されていたイベントに加え、急遽、ウクライナに関するイベントが開催されま

した。戦禍においてもウクライナに残り、国外へ逃れる女性や子供のために、リーダーシップを発揮し 

ゾンタの奉仕の精神を実行しているウクライナのリビウゾンタクラブのルーバ会員から現状の報告を 

受けました。時折涙を浮かべながらも真っすぐ大きく見開いた目で、ウクライナが属する 27 地区と、 

急遽開催されたオンラインイベントに参加して彼女の話に耳を傾けた世界中のゾンシャンへの、何度も

繰り返された感謝の言葉が、私たちの胸を強く打ち、彼女のゾンシャン魂に皆が敬服しました。一刻も 

早く戦争が終り、ウクライナの私たちの姉妹が無事でいてくれることを祈ります。 

国連委員長 和田津美智代  

 

 

 

今後の 26 地区行事予定 ZONTA カレンダー2022 年 
 

日付 行  事 開催場所 
申込 

締切日 

登録料 

振込期限 

5 月 8 日(日) 

エリア１ 第 13 回エリアミーティング 

ホスト：函館 ZC 

10：00～16：00 予定 

函館大沼プリンスホテル 
（北海道大沼温泉） 

4/9 4/20 

5 月 15 日(日) 

エリア 3 第 14 回エリアミーティング 

ホスト：金沢 ZC 

10：30～16：30（9：30～受付） 

ANA クラウンプラザ金沢 
（金沢市） 

4/3 

4/15 以降

変更・取消

不可 

5 月 22 日(日) 

エリア 4 第 14 回エリアミーティング 

ホスト：フェニックス神戸 ZC 

9：00～16：20 予定 

ホテル北野プラザ六甲荘 
（神戸市） 

4/9 4/30 

5 月 29 日（日） 

エリア 2 第 13 回エリアミーティング 

ホスト：三重 ZC 

10：30～16：10（9：30～受付） 

都ホテル四日市 
（四日市市） 

4/8 4/27 

6 月 10 日(金) 

 

6 月 11 日（土） 

前夜祭 

 

地区大会 Part２   ホスト：大津 ZC 

琵琶湖ホテル 
（大津市） 

  

 

※各エリアミーティングのご案内は、配信済み         ※地区大会のご案内は、4 月中旬に配信予定 
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Spring has come !! 
  
殊の外不安定な世界情勢の中にも「春」が巡って
来ました。新学期、新年度、あなたの新しい 1 年
が輝くものとなりますように、その傍らに携行し
て頂きたく小さなノート(手帳)を贈ります。 
 
女の子がヒトデを海に還している絵は私達国際

ゾンタ 26地区の奉仕の象徴です。日本中で見れば
ほんの一握りに過ぎませんが、北から南まで全国
の頑張るヒトデ達に同じプレゼントを届けて来ま
した。これで 3度目です。 

 
くじけそうになったら表紙の小さなヒトデの絵

を見つめて下さい。あなたは一人ではありません。
私達国際ゾンタ 26 地区は今もこれからもあなた
に寄り添っています。 

 
 
国際ゾンタ 26地区(日本)ヒトデプロジェクト 

d26governor@zonta-d26.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ヒトデプロジェクト第三弾贈り物  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

Ⅱ） ２６地区ヒトデプロジェクトへの寄付 

 

第二次 

★寄付金★     2,495,426 円   (3/31 現在)    

（2021.6.1～）        クラブ寄付: 1,068,000 円 

                        個人寄付: 1,427,426 円 

 

★累計額 4,861,786 円（2021.3.15～） 
但し、冊子・運営の書・名簿等の追加収益 146,000 円も合算 

 
【口座】 八十二銀行 本店営業部 普通 1252683 

国際ゾンタ 26地区会計 笠原芳子 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

口数不問です。地区書記後藤までお名前・金額をお知らせの上、

お振込み下さい。    d26secretary@zonta-d26．ｊｐ 

Ⅰ） 国際ゾンタ役員・理事への 26 地区支援基金 

（詳細はガバナー通信第 3 号をご覧ください） 

 

★支援金★     283 口  566,000 円     

（2020.10.28～2022.3.31 現在） 

 

 

【口座】 三菱 UFJ銀行 京都支店 普通 3844664 

国際ゾンタ役員・理事への 26地区支援基金 代表 岡澤則子 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

1 口 2,000 円です。複数者でお振込みの時は、内訳を 

地区書記 後藤までお知らせください。 

d26secretary@zonta-d26．ｊｐ 

 

加藤登紀子（Part2に駆け付けてくれる）の詩 
 
（キエフに縁のある登紀子さんが美しいドニエプル川を 

思って作ったもの。2022.3.17.） 

 

川のあるところに人は住む家を作った。 

川のそばで人は人を赦した。 

川のそばでは別れが美しかった。 

川は昔のことを忘れない。 

川は人を見つめ育くむ。 

疲れた人を休ませ心を回復させる。 

川は人を歌わせる。 

川を失った街は人を赦さない。 

川を失った街は歌わない。 

美しい江の川におくる。登紀子 

 
（長引けば苦しみと憎しみが深くなるだけ。戦うことで解決できる

ことは、あまりにも少ない。川は繋ぐ力を持っています、人もま

た。 登紀子 ） 

 

編集後記 

☆前号で「駅の階段を転げ落ちた」等と馬鹿げた事実を載せて

しまい、ずいぶんお見舞いのお言葉を頂きました。(物品は一つ

もなかった。) 厚く感謝申し上げます。ウクライナを思えば

「転げ落ちる」なんて、痛くも痒くも無いたわけた話でありま

した。深くお詫び申し上げます。 

☆行きつけ（？）のステーキハウスから今日届いたダイレクト

メール。「京都の春と言えば、おどり！桜！ さあ！遊びまひ

ょか！おいしいお肉は準備OKです 祇園○○○」とある。いつ

もなら明日の生活費をも考えず本能で走って行った愚かな私が

いたであろうがさすがにそんな気にならない。 

☆澄み渡った空と、小麦が豊かに実る畑、それがウクライナの

青と黄色である。 

空を返せ！大地を返せ！建物を返せ！祖国を返せ！心を返せ！

人の命を返せー！ 私は今震えんばかりに怒っている！！     

涙のＧ   

 


