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AD便り

夏真っ盛り！庭の沙羅の花が満開です。この２年間を思い起こしながらそしてハンブルク世界大会を拝聴しな

がらこの原稿を書いています。画面の向こうには振袖を優雅に着こなして堂々と旗を持つ岡澤ガバナーの姿が
映っています。そして木下国際理事は指名委員に当選！バーチャルでも心が躍ります。
さて、ADに就任して早２年、コロナに始まり最初は不安ばかりのスタートでしたが、ガバナーのリーダーシップの
もと、理事や役員、そして会員皆様の前向きなパワーをいただき、コロナ禍を無事に乗り切ることができました。
心から感謝いたします。

５月２９日には第１３回エリアミーティングも三重ゾンタクラブホストのもとに３年ぶりに対面での開催が実現し、１０
０名を超える参加者をいただき、大盛況のAMとなりました。さらに６月１１日の地区大会では前夜祭から盛り上が
り、当日の昼の部は琵琶湖の船上での地区大会、夜は加藤登紀子ショーを楽しみ、優雅なひとときを過ごしまし
た。フィナーレの打ち上げ花火は圧巻でした。久々のゾンシャンとの再会にどの方からも笑顔の絶えない、エリア
ミーティングと地区大会となりました。

こうして２年を終えて今さらながら思うことは、「皆様の大きな支援と温かい心に支えられていた」ということです。
感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。来期はパワー溢れる経験豊富な地主エリアディレ

クターにバトンタッチいたします。新体制のもと、今後のエリア２と各クラブの益々のご発展と皆様のご健勝を心か
らお祈りいたします。

今年度、コロナに負けないで活動しようと東京Iは
例会の毎月対面開催、恒例秋のバザーも対面で
頑張りました。課題は４名の新会員へゾンタスピ
リッツを浸透する事。年度最後にJMK奨学金応募
者を東京Iから推薦できたことが喜ばしかったです。

会長として今期を終えて
東京I

横浜

東京II

岐阜

コロナに始まってコロナに終わった2年間で、いろ
んな場面で戸惑い、悩みました。終わってみれば
あっという間の2年間で、ゾンタとはと少しわかりか
けていたところでした。未熟な私をここまで会の皆
様がついてきてくださり、感謝です。また家族も理
解してくれるようになり、なにかと助けてくれるよう
になったのは成果でした。

コロナ禍により２年間一度も対面理事会、例会
が開けずZOOMでしたが、両会とも休む月なく、
出席率がよく会議内容、検討事項等、各委員
会・会員皆様の協力で粛々と運ばせていただき
ました。奉仕活動には制限がありましたが、一つ
支援先を開拓。向パソコン時間の多さに少々疲
れは覚えました。

初めての会長職に戸惑うことも多々ありましたが、
会員の皆様のサポートに励まされながら務める事
ができました。コロナ禍の2年間でしたが、内容を工
夫してのチャリティコンサート、ライトアップ事業によ
る啓発活動、卓話やアドボカシー活動、ヒトデプロ
ジェクト等の奉仕活動を実施し、その間、新入会員
を２名迎えることができました。充実した活動となり
ましたこと、皆様に感謝申し上げます。

松本

名古屋SORA

今まで通りの歴史に新しく創意工夫を重ね、「み
んなでやればできる」ことをクラブ全体で体感した
2年でした。コロナ禍でこそ必要なことについて話
し合い、規約改正やデジタル面で様々な試みも
充実し、新しい年度への橋渡しが叶ったと思いま
す。2年間ありがとうございました。

コロナ禍の2年間、いろいろな方の協力を得て
対面で例会を開催したことは会員相互の連携
が取れたことがメリットでした。半面、資金源とな
る活動が出来ず財政の危機を残し次期会長に
引き継ぐことを申し訳なく思います。

かながわ
横須賀

東京III

群馬 山梨

三重

コロナ禍でITの必要性を痛感し、若い新会員獲得の
為のクラブ規約の見直しや方策など模索する日々で
した。クラブの新陳代謝を諮ると共に、長年の功労会
員へ感謝状を授与出来た事は喜びです。「ヒトデプロ
ジェクト」により子供食堂への新規事業が始まり継続
して行けたらと思います。

会長を拝命して2年、大変でしたが得るものも多く、
あっという間だったと感じています。クラブの仲間、
そしてSOMクラブの東京Ⅱを始めいろいろな場面で
皆さまにご尽力をいただきました。心から感謝申し上
げます。

はじめての経験は小泉進次郎環境大臣を木下
国際理事、岡澤ガバナー、阪井横浜ＺＣ会長、今
村かながわＺＣ会長とともに表敬訪問をしたこと
でした。緊張してうまく話せなくて残念。ヒトデプ
ロジェクトで支援先との共同作業ができ、やり甲
斐を感じています。

コロナ禍での設立20周年、初めてZoomに挑戦し、
皆の知恵の結集により可能となった6回のシリー
ズ卓話は、様々な視点からの新たな気づきや共
通のメッセージを頂き、最終話では、時代のニー
ズに即した法の見直しの必要性等、充実した学
びの2年でした。「困難女性支援法」の施行を期
待しつつ・・・

新型コロナに終始しましたが、三重ゾンタの素晴
らしさを実感する２年間でもありました。温かく見
守っていただき、また快くご協力いただき、心より
御礼申し上げます。

一年間の任期でしたが、コロナ禍で様々な交流の
場が失われた事は残念ですが、今までにない初
めてのZOOM会議など、会長でなければできない
経験をさせて頂きました。
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東京I

岐阜

松本

東京III 横須賀

三重

エリアミーティング&地区大会Part２を終えて

横浜

エリアミーテイングで国際本部への振り込みの仕方、ロバート法につい
て学べたのは良かった。振込の方法については皆が知ることによって
会の発展につながると思う。ロバート法については基本的な知識として
身に付けていれば、一般社会でも役に立つのではないかいと思う。

エリア1、2、4に参加しました。それぞれのテーマに沿った記念講演を拝
聴し、ゾンタクラブの活動の方向性が明確になったように感じています。
多様化が求められる社会にあって、世界中の女性や子どもたちの幸せを
願い、いま私たちができることに意識し、地に足をつけた一人ひとりの活
動は、やがて大きなうねりとなり世界を変えていく原動力になると期待し
ています。

創立５年目にして大役を仰せつかり、務まるかどうか心配でしたが、飯島
ADのご指導と三重ゾンタメンバーの献身的な協力でなんとか乗り切れま
した。心より御礼申し上げます。

群馬

2年ぶりのＡＭ、翌年東京ＩＺＣがエリア2ＡＭホストクラブと決定されており、
特別な緊張感で臨み勉強させて頂きました。飯島ADの明るくスマートな進
行、三重ゾンタクラブの皆様の細やかなご尽力に感動。

４エリア共通プログラム、ロバート法の講義は英文和文入り小冊子が分か
り易く、用語、審議サンプルチャート（基本）により理解、全会員に必要な
勉強と思いました。 基調講演はお声が遠く残念でした。三味線演奏に元
気を頂きました。

四日市ZCの皆様によるスムーズな進行有難うございました。テーマと基調
講演の関連が解りにくく感じられた。「勧誘時のゾンタ紹介法」についての
質疑応答があったら良かったと感じた。

東京I 6/17, 7/19, 8月休 松本 6/16, 7/21, 8/18 東京III 6/8, 7/15 , 8/19
横浜 6/8, 7/13, 8月休 名古屋SORA 6/15, 7/20, 8/20 群馬 7/2, 7/20, 8/2
東京II 6/9, 7/14, 8/18 かながわ 6/14, 7/12, 8月休 山梨 6/16, 7/21, 8/18
岐阜 6/17, 7/15, 8/19 横須賀 6/21, 7/19, 8/16 三重 6/17, 7/15, 8/19

東京GRACE 6/9, 7/14, 8/11

発達障害と食事の関係は非常に興味を覚えて参加しました。マイクのミ
キシングのせいか講師の声がききとりづらかったです。それがとても残
念でした。しかしエリアミーティングの進行などは新クラブとは思えない
ほど充実していました。素晴らしい。

名古屋SORA

前夜祭のガバナー、理事、大津ZCをはじめゾンシャン達の底抜けに明るく
笑いを誘う７変化の盛り上がり、２日目の船上での本会議、琵琶湖ホテル
での加藤登紀子氏のコンサート、Zontaのための打ち上げ花火、エクス
カーションは三井寺幹事長様自らのご案内で、贅沢で華やかな心に残る
大会でした。

岐阜ゾンタクラブからは２名参加しました。久しぶりの対面での集まりで
多くの皆様との出会いを楽しみました。盛り沢山のプログラムで充実し
た地区大会となりました。役員の皆様には2年間本当にお疲れ様でご
ざいました。皆様の底力に魅了された素晴らしい大会でした。ありがと
うございました。

岡澤ガバナーと大津ZCの皆様の熱い思いと、パワー全開のおもてなしに
感謝です。打ち上げ花火でコロナも雲散霧消の勢いでした。岡澤ガバナー
の座右の銘「動かざること山の如し」の精神に納得です。ステージの皆様
のエネルギーに圧倒され、色々な学びが得られた地区大会パート2でした。

懇親が前面の地区大会Part2！！前夜祭・汽船ビアンカでの会議・夜の
パーテイ！！岡澤ガバナー・地区理事会・大津ゾンタクラブ皆様の緻密で
大胆、かつ破天荒な設営に楽しさ極まり！ゾンシャンとの再会が本当に
嬉しかった。

東京II

前夜祭の盛り上がりに、これからどうなるのか心配しましたが、船上会議
は「のりこの部屋」で各エリアの会員のお話はとても参考になりました。
会場が船の上での分散型でマイクの音声が話す人によってききとれず、
メイン会場との差がでました。きこえないと、私語が増えます。

13名でバスをチャーターし参加しました。基調講演は、臨床心理士の立場
から頂くお話に非常に感銘を受けました。ワークショップでは学習の場とし
て多くの学びを頂き、クラブ内での実践につながるものとなりました。

岡澤ガバナー率いる今期の皆様が集結し、いつもより多くのことが承認さ
れ、積極的に新しい流れを作る瞬間に立ち会うことができました。溢れる
エネルギーをこのまま自分たちのクラブに持ち帰り、貢献して参ります。
皆様、お疲れ様でした。大変ありがとうございました。

大津ゾンタさんの意気込みを感じた会でした。ガバナーの工夫により、
いろんな役員の側面を知ることができたのも親しみを感じました。加藤
登紀子さんのコンサートもファンなので聞きに行ってるので、ゾンタの会
でおあいできたて、とても素晴らしい夜でした。

久しぶりに対面での会議に参加して会員同士が親睦をはかれたことを心
から嬉しく思います。また4エリア共通プログラムでは様々なレクチャーを
受け、今後有効に活用出来たら良いと考えました。

かながわ

山梨

都合により懇親会のみ参加させていただきました。岡澤ガバナーと大津
ゾンタの皆様のおもてなしの御心遣いが随所に感じられるとても心温ま
る会でした。最後の打ち上げ花火には感銘を受けました。

琵琶湖汽船ビアンカでの会議では木下国際理事、岡澤ガバナーの挨
拶、各役員の話を聴き、改めてゾンタの素晴らしさを感じました。役職者
が夫々の経験を通して大きくなられたと感心し、今後も多くの方がお役
を引き受けることで成長できると思いました。

群馬は今年10年の節目を迎え、活動報告をさせていただきました。久し
ぶりにエリア２の皆様にお会いし、皆のモチベーションが高まりました。
直接会える事がどれだけ素晴らしいか改めて実感致しました。

コロナの停滞感を吹き飛ばすような明るく楽しく、実りある地区大会だった
と聞いています。コロナに振り回された2年、開催するまでの長く厳しい道
のりを想い開催地大津ゾンタの皆さま、役員の皆さまの尽力に感謝です。

久々の対面でのAMのホスト役を設立4年目の三重ZCが見事に果たされ、
随所におもてなしが感じられ感謝です。内容的にはワークショップ、特に「ゾ
ンタへの入り口」の話は「ゾンタスピリット」と共に印象に残りました。ロバー
ト法も分かり易く学べました。

Part1で叶わなかったセレモニーやガバナーの熱い思いの詰まった岡澤
ワールドで親睦を深め、又ウクライナの平和を願う支援もしつつ、大変贅
沢で楽しいPart２を堪能しました。しなやかで逞しくエネルギッシュな皆様か
ら素晴らしい刺激を頂き、ここに居られる喜びを改めて感じました。

Grace

臨床心理士の方のお話を伺い、発達障害に対する理解が深まりました。
地区書記から国際への手続き方法を教わり、有益でした。

コロナ禍で心配されましたが、対面で開催することができて、良かったと思
います。三重ゾンタ様のご配慮で、バザーも予想以上に売り上げる事がで
きました。ありがとうございました。

26地区の各クラブの方々とお会い出来、大変有意義な時間を過ごせまし
た、ありがとうございます。

Empowering women through service and advocacy
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クラブ名 活動内容

東京Ⅰ №492/14名
田中洋子会長

・4/2 新クラブ東京グレース認証状伝達式 6名参加 ・4/13横浜ゾンタクラブ講演会参加 1名参加
・4/19例会 新会員候補2名の例会参加 ・7/31開催60周年記念式典企画案検討
・5/7 ﾋﾄﾃﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ しなちるママの野菜畑（子ども食堂）訪問 阿部都議と共に
・5/15 エリア３エリアミーテイング金沢 2名参加
・5/17例会 新会員2名入会承認 2021年度奨学生鈴木友唯様 面接・承認
9月から英国ヨーク大学へ進学 ・5/29エリア２エリアミーテイング四日市 3名参加

横浜 №594/17名
阪井サヤカ会長

・4/13 ホテルニューグランド、スターライトルームにて ローズディイベント 橘ジュン様をお迎えして「若年女性を取り
まく現状」をお聞きしました。参加者20名 ・4/20 理事会 エリアミーティングの参加者のすり合わせ他。
・5/15エリア3のエリアミーテイング参加者1名、エリア4エリアミーテイング参加者1名、エリア2エリアミーテイング参加者
6名、 ・6/8 総会及び例会 会計報告、新役員の報告を行い了承された。例会では1年間の計画について話しあう。
・6/11，12、大津での26地区大会パート2参加者4名。 ・6/25~28日、ドイツ ハンブルグでの国際大会参加者1名

東京Ⅱ №1071/21名
渡辺碩子会長

・4/7 理事会7名（Zoom21回目）・4/1 例会16名（Zoom20回目） ・各委員会報告
・国際大会（ハンブルグ）１名参加で２クラブのプロキシー預かり決定 ・次期クラブ役員一覧を26地区書記へ提出 ・東
京GRACEゾンタクラブ 国際ゾンタ加盟認証状伝達式（12名参加）・横浜ZCローズデー卓話（5名参加）・公益財団 日本
補助犬協会へ寄付金 ・5/12  新旧合同理事会11名（3名継続）（Zoom22回目）
・5/19  例会15名（Zoom21回目）・各委員会報告 ・国際役員、理事、指名委員候補者選定・ウクライナへの寄付金はク
ラブからと個人決定 ・21年度地区アワード＜会員部門＞応募に在籍年数30年以上6名の名提出
・第13回エリア2エリアミーティング（三重県四日市）（10名出席） ・「女性差別撤廃条約選択議定書批准を求める署名」
26名分送付 ・【エマLコンロン地区賞】恵泉女学園大学GZクラブ受賞

岐阜 №1078/12名
西尾英子会長

・4/15  理事会 例会・佐橋知子様ビジター参加、ヒトデプロジェクト 大野慈童園、若松学園に寄贈（4/6）・国際大会に
ついて、プロキシーの委任について協議する・エリアミーテング参加者決定、・モリアルセレモニー追悼文作成（米田委
員）・ＧＩＡ総会に出席する・役員引継ぎ6/6に決定 ・5/20 理事会 例会・ 国際大会について、プロキシーの委任先が
決定した、・国際女性デー資料を３００部印刷・ＧＩＡハローワールド2020に展示で参加する・国際奉仕基金の報告、ウク
ライナの3つのクラブに寄付することに決定・岐阜新聞社ウクライナ支援広告掲載すること決定・女性差別撤廃条約選
択議定書の速やかな批准を求めるための請願書署名提出する・次年度からの委員会の決定・6月例会にて総会開催、
日程を確認した。

松本№1522/42名
山田知里会長

・4/2東京GRACEゾンタクラブ国際ゾンタ加盟認証状伝達式 於ザ・オークラトウキョウ
・理事会4/7、5/12 ・フラワーデモin松本参加4/11、5/11 ・ハイブリッド例会4/21 会員卓話 小林秀子会員「私の渡航
体験記」、5/19 ウクライナ3クラブへの寄付金送付（26地区経由） ・信州岩波講座/まつもと実行委員会4/28、6/9 ・
5/5第22回信州岩波講座/まつもと 田中優子氏「多様性を包み込む社会へ」、第15回児童図書贈呈（松本短大幼稚
園・菅野児童育成クラブ・山辺児童育成クラブ）於まつもと市民芸術館 ・5/22ローズデーイベント オンライン研修会
参加者698名 Zoom「小学校における性教育の現状と課題」～子どもを性被害から守るために～ 基調講演 参加者36
名 助産師 石井美恵子氏（アドボカシー委員会・奉仕委員会） ・5/29国際ゾンタ26地区エリア2 第13回 エリアミーティ
ング（三重）13名出席 ・ヒトデプロジェクト第3弾寄贈（NPO法人十色・はぐルッポ・ホットスペース(奉仕委員会) 

名古屋SORA
№1531/13名
榎本和会長

・4/2  東京GRACE認証伝達式に4名参加 ・4/20（水）役員理事会、例会 ・5/1 役員理事会
・5/15 エリア3 エリアミーティング 3名参加 ・5/18 例会 ・5/22 エリア4 エリアミーティング
6名参加 ・5/29 エリア2 エリアミーティング ７名参加

かながわ
№1598/8名
今村令子会長

・4/12 例会・理事会
・5/10 例会・理事会 ・5/29 エリアミーティング（四日市ZC）へ2名参加

横須賀 №1665/6名
臼田君代会長

・4/2 東京GRACE認証式（ホテルオークラ東京） ・4/13 横浜ＺＣ卓話会橘ジュン氏「若年女性を取りまく現状」
～コロナ禍で孤立深める女性たち～（ホテルニューグランド） ・4/16 子育て支援ジャガイモの芽カキ，花植え（駅前県
有地） ・4/19 例会（ガバナーズレター、エリア通信、PROXYの件、ウクライナへの寄付、次期役員、久木朝市報告、ヒト
デプロジェクト報告） ・5/5 松本ＺＣ，信州岩波講座、「多様性を包み込む社会へ」田中優子氏（市民芸術館）
・5/17 例会 ・5/22 久木朝市（久木会館前） ・5/29 エリアミーティング（四日市都ホテル）

東京Ⅲ  №1677/9名
片桐典子会長

・4/2 東京GRACEゾンタクラブ認証状伝達式に2名参加 ・4/8 理事例会開催 次期役員委員長が決まる。
・国際大会のデリゲートを浅野会員に、SEN姫路ZCと東京GRACE ZCのプロキシーの手続き。 ・5/6 理事例会開催 国
際大会での審議事項、バイローズ改正案の賛否を協議した。 ・5/22 松本ゾンタクラブローズデー企画「性教育にお
ける小学校の現状と課題」２名参加 同日 大阪ゾンタクラブⅡのイベント「持続可能な社会の為に何が出来るか」1名
参加 ・5/24 国際女性の地位協会 女性差別撤廃条約実現アクションの署名88名分を送付。 ・5/29  エリア２エリア
ミーティング 5名参加 クラブ活動報告の発表。 ・6/10～12 地区大会Part2に2名参加 ウクライナゾンタクラブへ寄付。

群馬 №1890/6名
片岡仁美会長

・4/2 東京グレイス認証式出席 ・4/22 ZOOM例会/理事会・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 №1939 /15名
佐藤みつ子会長

・5/22 松本ゾンタクラブローズデーオンライン参加 2名
・5/29 三重 エリアミーティング参加9名

三重 №1971/24名
丸山淳子会長

・4/11 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
・4/15 ４月例会、エリアミーティング役割担当などを決定し各担当で打ち合わせ
・5/6, 16 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
・5/27 ５月例会、エリアミーティング資料の袋詰め＆各担当の最終打ち合わせ
・5/29 エリア２エリアミーティング開催 in都ホテル四日市

東京GRACE 
№2012/16名暫定
伊藤澄子会長

・4/2国際ゾンタ加盟認証状伝達式をTheOkuraTokyoにて行った。
・5/10 例会、社会福祉法人恵友会理事長坂口育子様を招き卓話会。

クラブ活動報告

東京I：
しなちるママ

訪問

三重：
エリアミーティング
袋詰め作業

横須賀：フードドライブ
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クラブ名

東京I ・6/10.11 地区大会Part２ 2名参加 ・7/31 ６０周年記念式典 祝賀会

横浜 ・8月 納涼会予定

東京Ⅱ
・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
・6/17ハローワールド2020、にて岐阜ゾンタクラブ作成の「ゾンタローズデー、
国際女性デー」のパネルを展示しました。また、パネルを冊子に作成して同会場にて
手渡しし、ＰＲしました。

松本
・6/16 2022年度第28回松本ゾンタクラブ総会 ・6/25～28 ハンブルク国際大会（メンバーバーチャル）9名出席
・6/11 2021年度26地区第16回地区大会Part2大津 3名出席 ・7/21 移動合同例会（松本大学GZと合同）、
ゴールデンZ活動資金・防災活動支援金授与 ・8月例会 会員卓話(会員委員会) 

名古屋
SORA

・7/31 第22回チャリティービンゴパーティー（東急ホテル）東京Ⅰ創立60周年記念式典と同日開催で皆様にはご迷惑をお掛け
します。コロナの影響でこの2年3度延期・中止を繰り返しましたが、感染対策を講じ規模を縮小して開催します。
・精神障がい者施設にウクライナの羽根の製作を依頼しました。購入していただいたみなさま、ご協力ありがとうございました。
売上の半分はウクライナのゾンタクラブへ寄付させていただきます。
右写真はウクライナの羽根をつけている様子です。
マーカーの色もウクライナカラーで揃えています。
また、ふぞろいの羽根で平和を祈り作った作品をご紹介いたします。

かながわ
・7/31 東京I、60周年記念式典出席予定
・8/9 クラブ内納涼懇親会予定

横須賀
・7/12  かながわZC と合同例会 ・7/17 久木朝市
・7/31  東京IZC 60周年、名古屋SORAZCチャリティービンゴパーティー

群馬
・6/11 地区大会パート2  ・6/25-28 ハンブルク国際大会バーチャル参加
・7/31 東京I、60周年記念式典出席予定

山梨
・7/31 東京1ゾンタクラブ創立60周年記念式典、祝賀会参加予定
・ハンブルク国際大会参加 （バーチャル）

イベント開催予定のクラブのみ掲載しています

松本：例会出席100％

退会者 エリア２会員数

東京I：奨学生選出
東京III：zoom例会↑東京II：エマLコンロン賞授賞式

→

群馬：地区大会

三重：エリア
ミーティング前夜祭

横須賀：橘ジュン様を囲んで

⼊会者

東京I：2名：橋本朱里、平野あゆみ
横浜：1名:斉藤由美

名古屋SORA：2名:瀧本加代子、今村みよ子

三重：4名: 小澤淑子、森岡麻衣、中畑てる美、西川るりか
山梨：3名:小野ひろ子、飯沼理恵、塩島美砂 Grace：1名:高橋真理

横浜：橘ジュン様
をお迎えして

松本：ローズイベント

岐阜ZC

かながわ：2名：谷中由恵、高松瑛史
7月5日現在 205名


