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Build a Better World For Women and Girls

Greetings fellow Zontians and friends,
I am excited to give you a happy and warm welcome to the 2022-2024 Biennium! To those of you who
were able to join me at the 2022 Zonta International Convention in Hamburg, Germany, I hope you had a
wonderful stay in my home country. For those of you who participated virtually, I hope it was also an
enjoyable and rewarding experience.
As we settle back into our daily lives, I am ready to take this next step forward into our future as your
international president for the next two years. Thank you for putting your trust in me when you elected me
in 2020.
These last two years have taught us much about being flexible and resilient while still staying focused on
what matters: that every woman can develop her full potential and saying NO to violence against women.
Our continuing mission and vision, along with our new theme, Build a Better World for Women and Girls,
are even more critical as the ongoing effects of the pandemic and even more sadly, war, threaten the
rights of women and girls.
Zonta International is needed now more than ever! Our vision for gender equality is not yet a reality. We
need a strong, committed community of our members, partners, friends and supporters. Together, we
have the skills, will, energy and resources to make a difference for women and girls worldwide. Let us all
together build a better world for women and girls!
Thank you for your dedication to Zonta and for your generous support of our Zonta Foundation for
Women!
Yours in Zonta spirit,

Ute Scholz
President 2022-2024
Zonta International and the Zonta Foundation for Women

女性と少女のためのより良い世界を築く

ゾンシャンの皆様、そして友人たちにご挨拶申し上げます。
2022-2024 年 2 年期を楽しく、そして温かく皆様をお迎えすることができますことを嬉しく思います。ドイツ
のハンブルグで開催された 2022 年ゾンタ国際大会に参加された皆様、私の母国で素晴らしい滞在をお過ごしい
ただけましたでしょうか。また、バーチャルで参加された方々も、楽しく実りある経験をされたことと願って
おります。
日常の生活に戻り、これからの 2 年間、私は皆様の国際会長として、私たちの未来に向けて次の一歩を踏み出
す準備ができています。皆様が 2020 年に私に信頼を寄せてくださり、私を選んで下さったことに感謝いたしま
す。
前の 2 年間で、私たちは柔軟性と弾力性を持ちながら、「すべての女性が自分の可能性を最大限に発揮できる
ようにする」、そして「女性に対する暴力に NO と言う」という重要なことに焦点を当て、多くのことを学び
ました。
私達の継続的な使命とビジョンは、新しいテーマである 「女性と少女のためのより良い世界を築く」ととも
に、パンデミックや、さらに悲しいことに戦争の影響が続く中、女性と少女の権利が脅かされている今、さら
に重要なものとなっています。
国際ゾンタは今、これまで以上に必要とされています！ジェンダー平等のための私たちのビジョンは、まだ現
実のものではありません。私たちは、会員、パートナー、友人、支援者からなる強力で献身的なコミュニティ
となることを必要としています。私たちは、世界中の女性と少女のために変化をもたらすためのスキル、意
欲、エネルギー、資源を持っています。私たちは力を合わせて、女性と少女のためのより良い世界を築いてい
きましょう！
ゾンタに対する献身的な取り組みと、ゾンタ女性財団への寛大なご支援に感謝いたします。
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