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６月２５日～28日ドイツ、ハンブルクで開かれました。フラッグパレードではウクラ

イナの入場に会場から大きな拍手がおこり、岡澤ガバナーの黒の振り袖姿に日の

丸が映えました。選挙では木下彰子国際理事はアジアの国際指名委員として当選

されました。今回、奨学金を給付されている若い３名の女性たちのトークで「奨学

金でラップトップが買えました」「入国の際、白人だときかれない質問がある」「大

学に進学したのは家族の中では私だけ」「学業と仕事両方頑張っている」 彼女たちはとても純粋で素

直で、ゾンタの奨学金が彼女たちの役に立っている。奨学生を推薦していこうと強く感じました。また、

気候変動は人権の問題、女性は益々、気候変動に対して脆弱である。バイローズでは、独立会員が認

められ、WIT 奨学金が復活しました。ハンブルク国際大会の映像はバーチャル参加の方は Whova 

appで９月２８日まで、以降はwww.zonta.org/videos で視聴できます。ぜひご覧ください  

ウテ ショルツ 国際会長のスピーチより    

「Waveを起こそう！」  26地区のテーマです 

 Wemen&Girls    Advocacy&Service      Violence?NO!!     Empowerment 

エリア２の次回のエリアミーティングのテーマは   ”Advocacy&Service”   です     

    №１ 

◆ ご あ い さ つ ◆ 
２０２２年～2024 年エリア２エリアディレクターを務めさせていただきます地主ちづ子です。ゾ
ンタ歴は 20 年です。横須賀ゾンタクラブでは、４年前にエリアミーティングを開催、国際コンベ
ンションに参加して、ゾンシャンは素晴らしい！と感じました。自分ひとりでは何もできないけれ
ど、ヘルプを出すとすぐに答えてくださるゾンシャンが沢山いらっしゃいます。コロナ感染拡大で
人が集まることができなくなる中、資金源であるイベントの開催がままならない現状ですが、それ
でも何ができるかをさがしてみましょう。写真のヒトデプロジェクトのミニノートも困窮家庭への
食糧配布の箱に同行して子供たちを励まします。目の前のことから始めてみましょう。これからの
２ 年 間 ど う ぞ よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。 

Build a Better World for Women and Girls. 

 

女性と少女のためのより良い世界を築く 

 

ウテ ショルツ ２０２２～２０２４国際会長が掲げる新しいテーマ 

http://www.zonta.org/videos


各クラブ会長抱負と自己紹介 

東京Ⅰ 田中 L.洋子 ：ゾンタ在籍３０年。今期は、前期会計の若い会員に会全体の監査役をおねがいしました。                                                

                「継承と改革」を掲げて。バランスをとって奉仕に向かう東京Ⅰでありたいです。 

横浜  福島  直子  ：会長を拝命することとなり、いささか緊張しております。２６地区や国際から求められる水        

                準を意識しつつ、横浜らしい和やかさを大切に、仲良く有意義な活動をしてまいりたいと存

じます。ご迷惑をおかけせぬよう努力いたします。 

東京Ⅱ 福井  要子  ：東京Ⅱ入会７年目に入りましたが、先輩方にご指導いただく事ばかりです。そのうえパンデ

ミックで試行錯誤の日々が続いております。皆様にお力添えをいただきながら、微力では 

                 ありますが、精一杯務めさせていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願い申

し上げます。 

岐阜   安田 多賀子 ：コロナ感染拡大から３年目を迎え奉仕基金の確保が難しくなっている昨今、新しい世代に 

                受け入れられるゾンタである存在を考えねばなりません。２０２４年３月７日に岐阜ゾンタク

ラブは４０周年を迎えます。会員あってのゾンタ。第一目標は若い会員の増強です。 

松本   横山 和佳枝 ：ゾンタクラブにし現役時代は２５年程在籍してますが、半分以上転勤を経験し,殆ど活動が

出来ない状態でしたが、仲間として温かく見守って頂きました。２７年築き上げてきた実績 

                （歴史）のパワーを頂き、来る３０周年に繋げて行きたいと思います。 

名古屋 SORA 

       小瀬木 尚美  ：私は皆が共に絆をつむいできた名古屋 SORAゾンタクラブが大好きです。更に、各地区 

                 エリアミーティング、国際大会WEBに参加し、女性の力と豊かさに触れました。皆様と 

                 ともに歩んで参ります。 

かながわ  清水 佳子  ：２回目の会長ですが、前回同様よろしく御願い致します。ゾンタボーイを含む新入会員を 

                 迎え,Zoomも開始、一歩前進できました。厳しい現状ですが、何とか元の活動を取り戻 

                 したく全員一致で取り組んでおります。 

横須賀  大田  睦子  ：コロナ感染拡大で通常のイベントが開くことができません。そのため、地域単位の朝市 

                 に２か月に１回出店しています。おかげ様でゾンタクラブの名前は覚えてもらえました。 

                 会員増強が課題です。よろしくお願いいたします。 

東京Ⅲ  橋本 眞智子  :２０２２－２０２３会長という大役をお引き受けし、大変緊張しております。クラブメンバー

からのサポートを頂きながら、まずは、東京Ⅲで継続しておこなっている奉仕活動を続け

てまいります。 

 群馬   清水 まり子  ：群馬は少人数ですが、気持ち同じく一致団結しております。未熟な会長でも会員が助け

てくれますので、心強く活動できますので、群馬に期待していてください！！！ 

 山梨   中込  節子  ：会長として、会員みなさんが活動しやすくなるようにしたいと思います。コロナの感染拡

大でバザーなどのイベントをどのような形で感染対策をして、進めていくかが課題です。                

 三重   高木  久代  ：今期は９名の方々が入会して頂くことになりました。多様な意見を頂きながら活動する

ことが大切だと思っています。「ゾンタ」の意味する「誠実、信頼」を胸に皆様と奉仕活動

に励んでまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

東京GRACE  伊藤  澄子  ：新入会員獲得すべく活動していきます。             名古屋 SORAゾンタボーイ 

 

 

 みなさま どうぞよろしくおねがいいたします         



クラブ活動報告 

東京Ⅰ No.492/14名  ・6/11第１６回地区大会 PartⅡ参加２名・6／17例会 JMK奨学金希望者面接、東京Ⅰの 

推薦者と決定（的場副会長宅）・6/23～28ハンブルク国際大会出席１名バーチャル１名 

田中 L.洋子会長      ・6/24ハンブルク市庁舎会議とレセプション・7/19例会・60周年記念式典・懇親会 

横浜 No.594/１７名   ・6/8第一部定期総会、第二部例会（２０２１年度決算報告２０２２年度年間計画・予算 

              承認、エリアミーティング参加報告、クラブの広報やクリスマス例会の意見交換） 

福島 直子会長        ・7/13例会 阪井副会長のハンブルク国際大会の参加報告クリスマス例会の開催方法 

東京Ⅱ No.1071/２１名 ・6/2対面理事会・総会（Zoom）国際指名委員会候補者から選出・6/11地区大会 

                   Part2(9名参加)恵泉女学園大学GZクラブ「エマ Lコンロン地区賞」受賞、地区ア 

福井 要子会長         ワード「ますますゾンシャン賞」６名受賞・6/25～28第６５回国際大会後藤会員出席 

                   バーチャル参加５名・7/7対面理事会・７/８台湾 New Dawn GZクラブと恵泉女 

                   学園大学GZクラブとの交流会（Zoom）・7/14例会（Zoom）後藤会員による国際 

                   大会報告・7/31東京ⅠZC創立６０周年記念式典１０名参加 

岐阜  No.1078/12名 ・6/6新旧合同理事会、事務引継ぎ、会計監査他・6/11地区大会 partⅡ２名参加 

            ・6/17理事会、総会、例会 6/18「ハローぎふ、ハローワールド２０２２」参加、岐阜 ZC 

 安田 多賀子会長        パネル展示・７/６「清流ぎふ」文化祭２０２４実行員会総会・7/8臨時理事会・7/15 

            理事会、７月例会（チャリティーの夕べ開催についての審議、コロナ禍での対応）                                 

松本  No.1522/42名 ・6/11第１６回地区大会 Part2大津３名参加・６/１６第２８回総会・6/25～28第 

                   65回ハンブルク国際大会バーチャル参加９名・7/21新入会員入会式、松本大学GZ 

横山 和佳枝会長        と合同例会、GZ活動支援金・防災支援金授与 

名古屋 SORA         ・6/5役員理事会・6/10～11地区大会 Part2参加（３名）・6/15総会、例会、入会式                                              

       No.１５３１/１４名  ・６/２６～世界大会バーチャル参加２名・7/3役員理事会・7/20例会・7/31第２２回 

 小瀬木 尚美会長       チャリティービンゴパーティー開催 

かながわ            ・6/14第１回理事会、例会（新入会員紹介、エリアミーティング地区大会報告、クラブマ 

     No.1598/９名   ニュアル改定）・7/12第２回理事会、例会 ADクラブ訪問（新入会員紹介、横須賀 ZC 

 清水 佳子会長       を交え今期の活動計画の検討（ADより国際大会とゾンタの活動についてお話） 

横須賀 No.1665/6名  ・6/3生誕 100年朝倉摂展（葉山）・6/10～11地区大会・6/12じゃが芋ほり・6/21 

 大田 睦子会長        例会 ・7/12かながわ ZCと合同例会・7/19例会・7/31東京ⅠZC60周年記念         

東京Ⅲ No.1677/9名  ・6/8例会・6/11地区大会大津（浅野、片桐、山田 3名）・6/25～28ハンブルク国際 

 橋本 眞智子会長       大会（浅野ガバナー出席、片桐オンライン参加）・7/15例会・7/21地区大会会場下見 

群馬  No.1890/6名   ・6/10～11地区大会 Part2（5名参加）・6/25～28ハンブルク国際大会オンライン 

清水  まり子会長      参加 6名・7/31東京ⅠZC60周年祝賀会 2名参加 

 

山梨  No.1939/17名  ・6/10～11地区大会 Part2参加・６/１６例会リアル・6/25～28ハンブルク国際大 

中込  節子会長        会バーチャル参加・7/21例会 

三重   No.1971/32名  ・6/17例会、お誕生日会、第２０回研修会 有限会社山口陶器 山口典宏先生 

高木  久代会長         「かもしか道具店」を生んだ脱サラ社長の手腕・7/15例会、新入会員入会式                    

東京GRACE No.2012/3名 ・6/10～11地区大会 Part2懇親会参加・日本キリスト教海外医療協力会へ送   

伊藤  澄子会長        付予定の使用済み切手の準備・クラブ会計のインターネットバンキング使用手配 



イベント、スケジュール予定 

横浜          ８月２４日     暑気払い （たん熊） 

東京Ⅱ        ８月１８日     納涼例会 

松本          ９月１５日会員勉強会、９月２５日親睦旅行１０月２０日寄付金贈呈式 

名古屋 SORA   ８月２０日     移動例会                               かながわゾンタボーイ 

かながわ       ８月９日 退会者を招き新入会員と親睦会、 

９月１３日または 10月 11日卓話「幼児教育の現状」川島順子氏 

 山梨         ８月 バザー開催の予定              

例会カレンダー 

東京Ⅰ  ８/なし 9/20 10/13  松本  8 /18  9/15  10/20   東京Ⅲ  8/19 ９未定 １０未定   

横浜    ８/なし 9/14 10/12  名古屋 SORA8/20/ 9/21 10/19  群馬   8/2  9/8  10/12  

東京Ⅱ  8/18  9/8  10/13   かながわ 8/なし ９/１３10/11     山梨  8/18 9/15  10/20 

岐阜   8/19  ９/１６ 10/21   横須賀 8/16 ９/２０ 10/18     三重   8/19 9/16  10/21 

                                                  東京 GRACE 8/11 9/8 10/13 

                                    入会者： 

                           岐阜    佐橋 知子  三重   黒宮 泰子     戸波  佳代    

                           松本    市田 明子           西山 実江     眞弓  照代 

                           名古屋 SORA             石田 信子     上   麻里 

     Welcome to Zonta           桐山 順三        服部 しのぶ 

                           かながわ 木村 仁恵        平井 聡子 

 退会者： 東京 GRACE  小川 裕子  大澤 邦子  佐々木 摩美  下野 博子  辻 育子  長峰 惠子 

萩原 好美  橋本 英里  藤野 真紀子  柳 みどり  丸岩 祥江  村松 美惠子  森下 啓子   

エリア２会員数   ８月１日現在 13クラブ  202名  

  

群馬 ZC  地区大会 Part2 

                                  東京ⅡZC 7/8台湾New Dawn GZと恵泉女学園大学 GZの Zoom交流会 

                 

 

 

 

 

 

 

松本 ZC  7/21松本大学 GZ合同例会                       東京ⅠＺＣ田中 Ｌ.洋子会長ハンブルク・セネタ・レセプション 


