
エリア通信最終号　感謝を込めて
　エリア１の会長はじめ会員の皆様最終のエリア通信です。２年間の集大成です。ありがとうございました。
　この２年間は未曾有の時でした。コロナ感染症拡大が地球規模に広がり、世の中は当たり前が通用しない制約だらけの
厳しく辛い世の中になりました。外出の制限、外食の禁止、旅行の制限、会議、コンサート等ありとあらゆるイベントが
制約され、禁止となりました。地球は一時はきちんと回らなくなりました。ようやく、コロナ禍が治まって来た頃にロシア
のウクライナへの残酷な侵略が勃発しました。そして自然災害続き、東日本の地震が３月に数回おきました。年々温暖化
は加速しており、世の中の変化は私達人間に大きなダメージを与えました。けれども、激変する世の中での、奉仕活動の
在り方、活動について、各ゾンタクラブはたゆまぬ努力を続けながら、実行し示してくれました。
　エリアミーティングでは、函館ゾンタクラブをホストに対面でのエリアミーティングが２年ぶりに開催、函館を皮切りに、
D26の4エリアでエリアミーティングが行われました。４エリアが、３つの共通テーマについて、強く輝く未来に向けての学
び舎を全力で開催しました。多くの皆様が参加してくださり、感謝申し上げます。また地区大会パート２では、岡澤ガバナー
の26地区全ゾンシャンに向けての大いなる感謝と寛容、希望、願いが溢れる情熱的な大会が琵琶湖の船上で行われました。
　松村は、５月に仙台、福島、秋田、盛岡ゾンタクラブを訪問しました。なんと魅力的な方々でしょうか！！ 対面での「語らい」「笑
い」「学び」全てが輝いていました。
　エリア１の全ての皆様に心から感謝申し上げます。エリア１の皆様に心からエールを送らせて頂きます。そして、我らが
新エリア１エリアディレクター神部眞理子様に金のバトンを渡させていただきます。
　ありがとうございました。

国際ゾンタ 26地区エリア１ エリアディレクター 松 村 昌 子
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●「２年間を振り返って」
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仙台Ⅰ

新入会員のお知らせ
●いらっしゃいません。
　　　　　　　　　　　　　 　　　　

・会長・
才田いずみ
・会員数・
30名

4/ 5 4月役員会 ・次期役員について、4月28日チャリティーコンサート役割分担
4/19 4月例会（新会場：ホテルモントレ仙台）
  ・次期役員・委員の発表、国際大会委任状について、チャリティコン
  　サート役割分担、台湾高雄ゾンタ50周年のお祝い
4/28 チャリティコンサート「魅惑のオペラティックナイト」（仙台市福祉プラザ）
  ・来聴者173 名
5/  8 エリア１エリアミーティング（函館大沼プリンスホテル） 
  ・13 名参加
5/10 5月役員会 ・総会準備、国際への寄付とウクライナ寄付、GZの活動状況報告
5/15 エリア３エリアミーティング（ANAクラウンプラザホテル金沢）
  ・2名＋事務局出席
5/19 5月役員会 ・松村ADクラブ訪問、ゲスト中野塩釡ゾンタクラブ会長。
   総会準備、エリア１エリアミーティング報告、エリア３エリアミーティ
  ング報告、チャリティコンサート収支報告
6/10 地区大会パート２（大津琵琶湖ホテル他）
   ・4 名出席

　コロナ禍でも出来る限り対面での例会開催を目指したが、出席者数が限定的だったのは寂しかっ
た。また、2年連続でローズデイ企画の講演会を中止せざるを得なかったことも残念なことであった。
しかし、この４月28日には小規模ながらチャリティコンサートが開催でき、お客様に大変喜んでい
ただけたことは嬉しいことであった。

● 4/2 東京GRACEZC認証状祝賀会 
● 4/30 ZOOM理事会  
● 5/8 エリア1ミーティング　　函館 
● 5/14 理事会 金沢
● 5/15 エリア3ミーティング　　金沢
● 5/17 クラブ訪問 仙台
● 5/20 クラブ訪問 福島 

● 5/25 クラブ訪問 秋田 
 クラブ訪問 盛岡 
● 5/22 エリア4ミーティング　　神戸
● 5/29 エリア2ミーティング　　三重
● 6/10 理事会＋全体会 大津
 〃 〃 前夜祭 大津
● 11 第16回地区大会Part2 大津

新入会員、退会会員に
つきましては、
2021年度現在で掲載させて
いただきました。
　　　　　　　　　　　 　　　　

新入会員、退会会員に
つきましては、
2021年度現在で掲載させて
いただきました。
　　　　　　　　　　　 　　　　



●活動報告

●《クラブ会員から個人会員へ》
　エリア１、そして２６地区 Zontianの皆様
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函　館

塩　釡

札幌Ⅱ

盛　岡

　コロナ禍の続く中、恒例のビンゴ大会は中止とした。しかし、広報委員会主催で蔦屋書店で行っ
たクラブ広報イベントは地域への【ゾンタここにあり】を広報できたと思う。
又、第１４回エリアミーティングを函館大沼で開催され、担当したことは、会員の意識向上にも大い
に役立ったとおもいます。

・昨年度同様に、新しい形式の総会運営、総会議案書作成を行った。
・事務局設置について協議を重ね、クラブ活動を行うにふさわしい事務局を設置することができた。
・コロナ禍、これまでのような貸切バスを使った親睦会が出来なかったが、ランチ会を企画し会員
親睦会を行った。

・会長・
小林八重子
・会員数・
19名

4/  ６ 理事会 ・次期役員・委員長承認
４/20 移動例会 ・エリアミーティング試食会
４/24 松村ADと最終打ち合わせ　　・進捗状況の確認と協議
５/ ４ 理事会 ・地区大会アワード申請協議
５/  7 第１４回エリアミーティング・・エクスカーションと懇親会
    市内観光とビンゴ大会で大いに盛り上がりました
５/  8 第１４回エリアミーティング・・大沼プリンスホテルで開会
 　「ゾンタ」を学び、且つ、講演で子どもたちへの教育の大切さを学びました。
５/18 例　会 ・次期への引継ぎを会計以外は早急に準備してほしいことを伝える
６/15 例　会 ・2021年度総会　　・事業報告並びに収支決算報告…承認
  ・次期水野会長へガベル手交　・100％出席者表彰・2021 年度会報

27号発行
６/ １ 2022 年度第１回理事会
６/15 2022 年度第１回例会
　　　　　30 年以上在籍者へのアワード受賞者へ贈呈　

　2020-2022塩釡 ZontaClubの活動はこの地元駅前花壇のメッセージを思い起こすことから始まったの
でした。時は「コロナ禍の真っ只中」、対面での諸活動が休止されるなか、onlineを駆使してできうる策を
講じてきましたが、クラブとしての活動は残念ながら休止することになりました。全国の Zontianの皆様に
は、クラブ誕生からの長きに渡り、たいへんお世話になりましてありがとうございました !　私個人と致し
ましては、SOM仙台1ZontaClubの皆様、松村 Area1AD、神部新
Area1AD、そしてGovernorと26地区Zontiansのお励ましを頂きまして《個
人会員》として Zontianとしての御縁を継続する決断を致しました。Zonta 
Internationalから届く LATEST Newsに刺激を受けながら、《新時代の
communication networks》にチャレンジしていきたいと考えております。
　今後ともよろしくお願い致します。

・会長・
中野わか子
・会員数・
4名

・会長・
酒勾桂子
・会員数・
16名

・会長・
柴田和子

4/13 例　会 ・新年度会長選出　　・ゲスト広瀬めぐみさん卓話
   ・次年度からの会場変更につきの食事代金変更について
  ゲストの広瀬さん、出産・育児をしながら弁護士資格取得。女性の社会的自
　　　　　　 立を支える活動し、今度参院選出馬。たくましい。選挙後入会してほしい。
4/27 理事会 ・国際大会プロキシーについて　・スピーチコンテストについて
5/  7 エリアミーティング（函館）3名参加　3年ぶりの対面式の勉強会、充実していた

4/12 理事会 ・事務局設置、木下国際理事講話、5月バザーについて
4/19 例　会 ・事務局設置、木下国際理事講話、会員バザーについて
4/23 木下国際理事講話　
5/10 理事会 ・事務局設置、規約委員会、総会議案書について
5/17 例　会 ・事務局設置、規約委員会について、会員バザー
5/21 会員親睦会
6/  7 理事会 ・総会運営について
6/14 総　会 



●活動報告

●活動報告

●「２年間を振り返って」

●「２年間を振り返って」
新旧会長交代 新会長（岡部道子）の

下に

●「２年間を振り返って」

札幌 IRIS

秋　田

・会員数・
17名

5/11 例　会　 ・ウクライナ支援について　　　・地区大会パート2参加について
   ・6月例会での入会式について　・現在会場の移転に伴う備品整理
5/25 理事会 ・スピーチコンテストについて
6/  8 例　会 ・新入会員入会式（田村　智子）・盛岡クラブ会則見直し
   ・今年度から会の出欠はラインで（2名についてはFAX）
   ・国際大会は投票権をヘルシンキ
   ・ペーパーレス時代で、会の出欠もライン。
6/29 理事会 ・スピーチコンテストについて
   ・24 年度のエリアミーティングについて
     24 年度のエリアミーティング担当とのこと、前回が昨日のことのよう
  　　　　に思える。
   ・地区個人アワード追加申請

・会長・
岡部文子
・会員数・
10名

４/ ４ 理事会 ・指名委員会指名により来年度役員決定
４/23 例　会 ・木下彰子国際理事講演会（プリンスホテル）・講演会について
５/１３ 理事会 ・年度反省と各委員会報告提出
５/１６ 例　会
６/  ６ 理事会 来年度事業計画・来年度予算案等
６/20 総会・新年度例会　・新旧会長交代・新委員長発表

・会長・
佐藤康子
・会員数・
9名

4/ 3 東京GRACEゾンタクラブ認証状伝達式　2名出席
4/10 理事会・例会　6名出席　①ガバナー通信4月号エリア通信4月号の学習
    ②奉仕基金調査票の提出　③ヒトデプロジェクト第3弾の奉仕
    ④世界大会・ハンブルグ大会のバーチャル参加登録
    ⑤2022クラブ総会準備
    ⑥東京Ⅲゾンタクラブ20周年記念「卓話・アンケート」回答
4/24 秋田ゾンタクラブ記念植樹観桜会　秋田市内5か所　生育状況視察　7名出席
５/ 8 2022エリア1エリアミーティング参加　3名出席　
５/15 2022エリア3エリアミーティング参加　1名出席　UNHCR支援寄附
５/25 エリアディレクター松村昌子さん、クラブ訪問　8名出席
  コミュニケーションがスムースに和やかに行われ、ディレクターと
 　   会員の交流が進み、大変良い機会になりました。
 2022 年度秋田ゾンタクラブ総会開催
5/29 理事会・例会　①各エリアミーティング出席報告　②国際会費納入とメンバー報告

③世界大会プロキシー委譲（世界大会バーチャル参加のため D20 フィンランドの
イマトラクラブに代議員をお願いする）　④秋田県中央男女共同参画センター
2022 第一回利用者懇談会出席　⑤秋田県国際交流協会、国連本部秋田県支部
役員・協賛　総会出席

6/10 2021地区大会 part２ （大津）参加　3名

　コロナに振り回された2年間。折角企画担当者が、頑張って準備したスピーチコンテストも開催に
至らず、非常に残念でした。その中で昨年規模縮小して、ビンゴパーティーは、会食なしでゲームだ
けでしたが、出席の方から非常に喜んでいただき会員一同ほっとしています。

　和気あいあいとコロナ禍にも変わることなく ZOOMを駆使して休むことなく例会を開催いたしま
した。一昨年は ADに訪問頂いて貴重な話し合いを２クラブ合同で行ったこと、ビンゴのクリスマス
パーティを昨年開催できたこと、木下国際理事をお迎えしての総勢80名の参加者での講演会を成功
裏に収め２クラブで喜んだこと。
　プロキシーを海外のクラブに依頼し国際大会は ZOOMで視聴でき新しい時代を感じることになっ
た貴重な体験ができたこと。どれも楽しく貴重な時間でした。次期は若い会長（初）の下、協力し合
いの発進です。皆さまどうぞよろしくお願いいたします。

①コロナ禍中、2年間例会を中止することなく毎月開催できたことが良かったです。
②継続している寄附奉仕も各所にお届けすることができました。
③危惧しながらも2021.7.10に開催した秋田ゾンタクラブ・スペシャルチャリティコンサートが好評。
秋田出身ピアニストへの応援とゾンタPRに繋がった。
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●イベント案内

福　島

山　形

山　形

・会長・
山川多美子
・会員数・
12名

4/  8 理事会・例会 ・エリアミーティングについて
    令和 4 年 5月8日 (日 )　函館大沼プリンスホテル
    ・エリア１エリアディレクター訪門について
・仲間をふやそう！会員獲得キャンペーン　クラブに新入会員を迎えましょう
・川内村訪問について
・3月16日地震に際して、ゾンタ会員からお見舞いの言葉を頂く
5/ 8 エリア１エリアミーティング　函館大沼プリンスホテル　２名参加
5/20 理事会・例会　エリア１エリアディレクター松村昌子様クラブ訪問
   ・新入会員スピーチ松浦和子会員　・松村昌子ADお話
   ・エリアミーティング報告
   ・世界大会プロキシーについて
   　20 地区Mikkeli クラブに預ける事に。
   ・ウクライナ歌姫ナターシャ・グジー「希望の大地」開催について
6/10 第16回地区大会Part2　大津　琵琶湖ホテルにて開催　１名

・会長・
森　　睦
・会員数・
13名

（内２名が休会中）

4/ 7 例　会　・見学者が与えられ感謝です。
4/21 理事会　・次期会長選挙＊登録人数、委任状確認について
5/ 8 エリアミーティング　2名参加
5/12 例　会　・天童アンジェリーナで食事をし、総会日程及び監査日程などの確認
5/26 理事会　・総会準備確認　　5/28　監査予定
6/  2 定例総会及び例会　・会長交代で、新旧会長がタッチ !!

・会長・
佐藤康子
・会員数・
10名

　秋田出身ピアニストへの応援とゾンタPRに繋がった。
④2021年秋田市千秋公園さくらファンドに協力し、ソメイヨシノの成木を秋田ゾンタクラブの銘板を
つけて植樹し、今年の春は美しい花を咲かせてくれました。そのほか市内5か所の秋田ゾンタクラ
ブ植樹の桜が市民の憩いの場所になっています。
⑤ヒトデプロジェクト支援の品を受け取った施設の子どもたちからの感謝のメッセージに感動。社会
に出て差別を受けることなく生きていけるよう明るいこどもたちの未来の平和を心から祈った。
⑥エリアディレクター松村昌子さんのクラブ訪問を会員一同で歓迎し、和やかにゾンタを学習するこ
とができました。
⑦エリアミーティング、2021地区大会part２に参加、久しぶりの対面での会議。直接コミュニケーショ
ンできることが新鮮でした。
⑧第65回世界大会・ハンブルグ大会にはじめてバーチャル参加。プロキシー委譲のフィンランドのイ
マトラクラブとも交信ができました。他クラブ会員との IT技術交換をしながら、素晴らしい世界大
会に同時に参加できたことに大きな意義がありました。シャロン国際会長、次期国際会長はじめ
国際役員のみなさん、受賞者のみなさんの動画を見て、その発信力に感動いたしました。

　この2年間は、コロナ禍で健康のことを一番に考え、活動自粛の年でした。しかし、会員の皆さ
んに支えられ歩んで参りました。体調をくずされる方もおりません。一人ひとりの自己管理最高でし
た。この中で、やっとできたのがローズディー講演会でした。岡田先生の話に耳を傾け、感銘を受け、
活動に喜びを得て、会員が一つになることができました。、ありがとうございました。
　会長として最初に行ったのが国際選挙です。不慣れな中で投票を済ませた時は、ほっといたしま
した。何もできず、もっとやり方があったのではないかと、迷惑をかけ、反省することばかりです。

　まさにこの２年間はコロナとの共存・共栄の活動でした。リモートでの開催も余儀なくされ、今ま
でにない体験と同時に新しい活動の在り方を考える機会を得ました。その中でも例会は、コロナ緊
急事態宣言時以外は開催し続け、前向きに活動を推進しました。新たに環境問題に取り組み、山林
に植樹を行いました。毎年植樹を行う継続事業に決定。また、４名の会員を増強し、地区より地区
アワード＜会員部門＞会員リクルートクラブ賞を。1997年より継続している、未来を担う子どもた
ちへの情操教育の一環として児童図書を贈る活動が、地区奉仕奨励賞を受賞致しました。コロナ禍
を経て私たちの継続事業が認められ、会員一同これからの活動の励みになりま
した。新たな活動と継続事業と、立ち止まらずこれからも続けて参りたいと思
います。

7/24　・ウクライナ支援ナターシャ・グジーチャリティーコンサート
14：00～15；30 ザ・セレクトン福島


