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最後のガバナー通信を、一人取り残されたハンブルクで書いています。 

(帰国前、私だけが陽性反応出てしまい、ドイツで足止め隔離の羽目に陥っているのです。なんとも恥ず

かしい話です。) 

 

祭の後というのはこういうもので、賑わっていた空間、ゾンシャンが人っ子

一人居ないCCHはあまりにも寂しい。 

毎日、美しい上品な港町ハンブルクをホテルの窓から見おろし、聳え立つ沢

山の教会に目が釘付けになっています。その中に一つ異様なまで腐敗した恐

ろしい姿の教会が見える。矢も楯もたまらず、密かにホテル抜け出し(体に

コロナ陽性とは書いてないし。)行ってみました。聖ニコライ教会跡でした。

ここは、戦時中に被害にあった教会をそのまま残し、戦争遺構として後世に戦争の

悲惨さを伝える為の場となっていたのです。今にも崩れ堕ちて来るような恐ろしい

姿のまま残されておりその無残な姿を感慨深く受け止めました。そして思いまし

た、人間はいつまで同じことを繰り返すのだろうかと。 

 

さて、本題に戻ります。6 月 28 日をもってもう私は 26 地区のガバナーではありません

が、最後のガバナー通信を予告通り 7月 5日に発行させて頂きます。 

 

この任期の最後の二か月にやっとコロナの落ちつきを得て、エリアミーティング、地区大会パート 2と

対面開催が可能になりました。AD も私もやや報われました。 

 

●エリアミーティングは、5 月毎週オンパレードでした。ミーティングの詳しい報告は ADに任せると

して、よくもまぁここまで個性の異なる四人の AD がそれぞれの味満載に繰り広げ頑張ってくれたもの

だと思います。私はその傍ら、「エリアミーティングは勉強会。パーティにあらず。華美な事なし。実行

委員長不要」と嫌われることばかり叫んで、実際嫌われて来ました。(基本的には私は勉強会よりパーテ

ィの方が好きなんですけどね、笑)  願わくばエリアミーティングはもう少し高い出席率が望ましいで

すね。どのエリアも来てない人の方が多いのです、まぁ特に今の時期だから仕方ないとはいえ、これで

はゾンタとしての共通認識が持ち辛いですし、ゾンタの理解も進みません。クラブ例会の次に身近なと

ころにありますので、クラブの工夫で例会並みの扱いにして頂くとか、出席率を上げる手段をぜひ考案

して頂きたいものです。(欠席の方はいずれ報告書が出ますので熟読下さい。) 
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●地区大会 part2 は有難うございました。part1.part2 と本当に勝手な事をさせてもらいました。 私

は今、不本意ながら異国の地にて、何の地区大会の資料も持ち合わせておりませんので、ひたすら追想

により書きます。 

 

 

①オプション前夜祭はとても盛り上がって下さり嬉しかったです。オープニングの玉井洋子氏のベート

ーヴェンスプリングソナタの音色は心に沁みました。(伴奏の浮来奈
うくらいな

氏がもう少し上手なら尚良かった

のにと思います、あの人本当に国際ピアニストなんでしょうか？) 

美し過ぎる理事のバニー             、笠原会計のプロのピアノ演奏、ヒトデを海に還すのんちゃん♪だなん

て涙が出そうでした。そして、これだけで終わるのだろうと覚悟していたところ、各クラブから沢山の

出し物が出てきて感動しました。最後は学ランまで出て来て、ゾンタは上品なのかパワフルなのか、淑

女なのか何でも有り炸裂パワーなのか分からなくなり、未だに謎です。 

 

②メモリアルサービスは厳粛な中に澄み切った心で行うことが出来ました。人が去ることは悲しい事で

すが、例外なく万人に訪れること故、残ったものがその方の思い出を心の中に深く入れ、決して忘れる

事なく留め、恭しく旅立ちを見送ることが大切なのではないかと思います。地区大会のメモリアルサー

ビスは、二年に一度のその思いの場であり、これがゾンシャンである証でもあります。 

(尚、退会した方はこの対象にならず、また歴代物故者をクラブ別にいつも掲載していますがそれもク

ラブ解散後はその対象から外されます。脅す訳ではありませんが、先人のためにもクラブの継続、生涯

ゾンシャンを貫いて欲しいと切にお願い致します。) 

 

③本会議はビアンカ船による湖上で行いました。ホストの大津ゾンタが提供できるものはもう琵琶湖し

かありません。ウクライナ出身のバレーダンサーアンドレ・クードリア氏(京都Ⅱ松谷冨美子さんの義

理の息子。)が、なかなか義母のはめたい方向に沿わないのが面白かったです。アワードの表彰も出来て

ホッとしました。このことは奉仕、会員、Z &GZ 委員長の報告に任せたいと思います。Noriko の部屋

もご協力有難うございました。その時まで全く誰が出演するか決まっておらずエリア 1、2、3 は三人、

エリア 4 は五人の札が入っておりました。誰一人事前に頼まれた人は居ないと思います。一部では「い

かさまでは？」といわれているようですが、とんでもない、神に誓って、聖ニコライ教会に誓って申し

ます、その時バッタリです。(これが私の悪いところでもありますが。)  

波が荒れることもなく、土砂降りになる事も無く、恵まれた湖上会議でした。 

 

④フィナーレパーティーは、「何があっても行く」と言ってくれた加藤登紀子さんを得て勇気百倍。家の

庭から 2 年間私の心を支えてくれた銅像も持ち出し、まるでホームグランドでしたので、「ガバナー最

後の挨拶」で心の中、話し過ぎたかもしれません。それにもかかわらず浅野次期ガバナーの適切な応対

を受け、26地区でのガバナー引継式を正式に出来たことを今、殊更にとても感慨深く感謝しています。

(ハンブルクでの交代式には出られなかった故。)  

ZONTA 花火は、これも琵琶湖があるから出来ることにて、私のわがままが止まらず何があっても打ち

上げるべく独走しました。生来経済感覚が無い。今、大会会計報告に怯えています。「足らなかったら協

力するから言ってね」と名乗り出てくださった 7名の方(私はしっかり名前覚えている)、その折りはど

うか宜しくお願い申し上げます。とにかく無事終えることが出来て感謝です。 
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●国際大会の前は出発前日まで、HQと D26 のデリゲート、プロキシーの詰めにかかりました。今回 

クレデンシャルが複雑過ぎて、登録が困難を極め、その上 HQ も時々ミスをする為、私(D26のクラブ

の意向)と HQ(正式受入登録)を一致させる必要がありました。日本からの対面参加者 10 名、内デリゲ

ート 8名、8名は自クラブの他、預かったプロキシーは 16クラブ、D20 のデリゲートが預かってくれた

プロキシーは 14 クラブで、それらが最終しっかり反映されていることを確認(これが私の最大の仕事で

した)してハンブルクに向かいました。どうかご安心ください。国際大会の正式報告は、全て浅野ガバナ

ーにお任せ致しますが、横浜以来四年ぶりの国際大会とあって、密着抱擁があちこちで見受けられまし

た。危険・キケン‼️ （これにまんまと…）木下彰子さんの国際指名委員当選が突出した吉報でした。 

またD27のガバナーAnnに日本のウクライナ 3クラブへの寄付３,８４１,９０２円を早急に届ける約

束をできたこと（既に完了しているはずが日本の制度が複雑にて四苦八苦していること）、D20のガバ

ナーRaisa にプロキシーのお礼を言い、その振込口座を送ってもらう約束が再度できたことも、対面で

参加した実りであったかと思います。 

日本へのフライトは PCR 検査余儀なくされ陽性はドイツで待機(最低 5 日間。これ以降、再検査受け

られ、陰性が証明された者は１週間以内のフライト予約が可)と日本政府と大使館が決めています。(陽

性になってから知った。)他国は検査不要で行き来出来る為、(おそらく沢山居たに違いない陽性者も)

呑気なものでした。日本出国直前に「陰性」確認してある私が 6日後に「陽性」なのですから、どこで

うつったのか、98％がマスクして居ない国際大会においては全く解明不能です。まんまとやられました。

ハンブルク、一生忘れないでしょう。随分この街に詳しくなりました。いっそこのままずっと住もうか

と思い出しています。笑。 

 

●この二年、本当にありがとうございました。不肖、若輩、好き放題のガバナーだったと思います。色々

我慢して下さったことも多かったかと拝察致します。でも、私にとってはこの二年、ほんの少しは成長

出来たかなと思う事もあります。何があってもチョロチョロ動いてはならない、不確かな噂を伝える口

を持ってはならない、弁明する口を開いてはならないと肝に銘じ、ガバナートレーニングを受けてから

の二年余り、全てを受け入れるつもりで来ました。でき得ない事が沢山ありましたが、どんな時も 26

地区ゾンタこれからの繁栄と充実を願い、ゾンタに入って良かったと思う人を一人でも多くつくるには

どうすればいいのか、そればかりを考えて生きて来たことだけは事実です。 

ヒトデプロジェクトを強行させて頂きました。北から南から風に乗っていろんな批判が届きましたが、

これだけは譲れませんでした。地区大会 Part １で次期への継続が決まった時はどれほど嬉しく感動したか

分かりません。 

動かざること山の如し、潰れないこと聖ニコライ教会の如し、揺れ動かないこと銅像の如しです。これ

からもそうありたいと願っております 

でも私、ガバナー職、結構楽しくやらせて頂きました。コロナは本当に憎いけれど、もしコロナが無け

れば調子に乗ってやりまくって、皆様にもっと嫌がられていたことでしょう。 

これからもゾンシャンとしてのお付き合い、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

2 年間の感謝を込めて 

涼しすぎるハンブルクにて パストガバナー 岡澤則子 

 (2020-2022 Governor) 

 

 
琵琶湖ホテルチャペルより 

メモリアルサービスプログラム 
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国  際  の  窓 
～国際ゾンタ及びゾンタ女性財団理事の任務を終えて～ 

                   アジア担当国際指名委員 木下彰子 

 

世界のトップに立ち、国際ゾンタという素晴らしい団体の将来を決るための舵取りをするというダイナミズム

を経験させていただきましたことに、心から感謝申し上げます。感動したり、落ち込んだり、文字通り悲喜こも

ごもの２年間でしたが、D26の皆様が常に背中を押してくださっていました。本当に有難うございました！ 

 

ハンブルグ到着後、この２年間で初めて対面での理事会が３回開催され、その後国際ゾンタ歴史上初めての

ハイブリッド世界大会が開催されました。 

 

理事会決議が承認されるかどうか、いくつかの案件に関してはドキドキして臨んだバイローズのビジネスセッ

ションでは、懸念していた案件がすんなり可決したり、楽観視していた案件が否決されたり、これまた大変興

味深いことでした。 

 

それにしてもWith コロナでの生活をしているヨーロッパでの滞在は日本では想像もつかない大変なことも

少なからずあり、D26からの参加者のみならず、ハンブルグ滞在に善き思い出が作れなかったゾンシャンも

大勢おられました。 

 

しかし、友人達との再会、志を同じくする仲間たちとの絆が深まったこと、シャロン国際会長はじめ理事会が

ハイブリッド世界大会に踏み切った価値はあったのではないかと思っています。 

 

そんな中、皆さまのお陰で、2022~2024アジア担当国際指名委員に当選させて頂きました。本当に有難う

ございました。あと２年間国際舞台で頑張らせて頂きます！ 

 

Ute 国際会長が打ち出された Zonta Spirits! を基盤に、Build a Better World for Women and 

Girls! が実現できますよう、D26のそして世界の素晴らしいゾンシャン達のお役にたてるよう頑張りま

す！！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際理事として(左から 5人目)           国際指名委員のインストレーション 
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副ガバナー／会員委員長としての今期を振り返れば、対面による会合は数えるほどであり、逆にオンラインに

よるミーティングがメインとなったことがまず浮かぶ。また、地区大会 Part 1後は、次期ガバナーとしての準備

も加わり、4月に次期ガバナー・オリエンテーションでシカゴへ行き、5月の各週末がエリアミーティングです

べて埋まり、地区大会 Part 2が続き、最後が国際大会と息つく暇もない怒涛の数か月が今ようやく終わって

ほっとしている、というのが正直な実感である。 

対面に勝るものはない。が、オンラインも悪くはない。使い分けることで丁寧な活動が出来ると思う。将来、副

ガバナー／会員委員長になる方々へ伝えたいことは、副ガバナーとしては、ガバナーチームの中での自分の

役割を早く見つけること、会員委員長としては、エリアディレクターたちと連携して、クラブに寄り添うことであ

る。その役にならないと見えない景色がある。それを楽しんでいただきたい。VIVA 26地区！ 

副ガバナー／会員委員長  浅野万里子 

 

大型台風の襲来で日本中に大きな爪痕を残した 2019年 10月 11日。北九州地区大会で翌日の選挙結果

を待たず、緊急交通遮断を前に慌てて帰路に着いたことを感慨深く思い出します。コロナ禍が拡大した 1年

目、エリアミーティング始め多くの行事が見送られる中、木下彰子国際ゾンタおよびゾンタ女性財団理事就任

祝賀会では、日本各地から北九州へ集結したゾンシャンの熱気とコロナを吹き飛ばすエネルギーが溢れまし

た。私達理事会メンバーの絆が深まったのはこの時、「フレンチカンカンダンス！」です。初バニーちゃん姿での

熱演には、会場からの爆笑と拍手喝采でした。私自身もステージでソロ演奏ができて、大切な思い出です。 

その後、コロナ感染減少で各クラブでの活動も活発となり、3年ぶりの４エリア各ミーティングでの再会は感動

に包まれました。そしてフィナーレを飾る地区大会パート 2前夜祭での再びフレンチカンカンダンスご披露は

絆あればこそのステージでした。あら？地区会計の話が何も出ませんね？苦労なかったの？そう！大変でし

た。山積の数字とにらめっこ、想像以上のハードなお役目でした。でも地区理事会メンバーと一緒に笑顔と助

け合いで過ごした 2年間は、何よりの宝物。楽しい想いに満ちて過ごせました。【たかがゾンタ・されどゾンタ・

だからゾンタ、NOはない、ハイと YES しかない】5つの幸せキーワードです。   地区会計  笠原芳子 

 

岡澤ガバナー（以下、岡澤G）曰く、地区理事会メンバーの中で「私が選んだのは後藤さんだけ。」とのこと。 

（あとはあてがいぶちと公言しておられる笑）岡澤 G が副ガバナーとして選挙に出る時（４年以上前）から選ば

れていたので、その頃から前々任者や前任者の動きを密かに観察していたが、あまり参考にはならなかった。

それもそのはずで、G が違えば secretary の動きも全然違う。前任者を参考にするのはやめて、とにかく岡

澤 G が動きやすいように、やってと言われたことは何でもやって、とそれだけを考えて見守ってきた。そして、

出しゃばらないように。（出しゃばらないことは私の得意分野でもあるが、余計なことを言って失敗したこともある。） 

この２年間も終わりに近づいたエリアミーティングでのある日、ある方に「後藤さんも変わってきましたね。岡

澤 G があなたの良さを認めているからですよ」と言われ、「えっ、私のことを見ていてくれてた人もいたのか⁈」

と驚愕した。と同時に理解した。私が岡澤 G を助けていたのではなく、岡澤 G が私を育ててくれていたという

ことを。ありがとうございます。大変だったけど楽しかった。岡澤G、地区理事会の皆さま、私を見ていてくれた

人、そして日本中のゾンシャンに感謝します！                        地区書記  後藤宮子 

地区役員（2020-2022）終わりの言葉 
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委 員 長 便 り 

 

広報委員長としての 2 年間での活動は、国際ゾンタクラブ PR 活動の一端としてエレベータースピ－チピッチ

という企画がありましたが、それに参加応募したことです。26地区からは、7クラブ（松本、奈良、東京 II、東京

III、京都 II、群馬、盛岡クラブ）からの応募がありました。入賞はのがしましたが、文章やビデオメッセージ等

夫々に工夫を凝らしたメッセージが提案され有意義であったと思います。 

御協力をありがとうございました。 

 広報委員長   川村隆枝  

 

亡き前任者の後を受けての、1年間だけの委員長でしたが、各クラブの活動や多くの方々のお話を伺え、 

より『ゾンタ』を知るいい機会だったと感謝しております。 

今後も一クラブとして、「アドボカシー」を会員と共に深めたいと思います。 

皆様のご協力にお礼申し上げます。 

アドボカシー委員長  吉村侑子  

 

SEN姫路ゾンタ クラブ推薦の方が、JMK 奨学金地区賞を受賞され、コロナ禍で会合を持つことが難しい

中、無事表彰式を行えました。 

岡澤ガバナーはじめ多くのゾンシャンのお力添えをいただきまして任期を終えることが出来ました。 

ありがとうございました。次期委員長様、どうぞよろしくお願いいたします。 

JMK奨学金委員長  松本 美智子 

 

２６地区の皆様には、指名候補者の推薦等にご協力をいただきまして有難うございました。 

コロナ禍の中、委員会を対面で開催することが叶わず、ライン、PCメールを通して３名の指名委員は情報を 

１００パーセント共有して臨みました。 

 

委員の皆様には夜遅くの話し合いや書類の作成でご尽力いただき無事に期日までに整うことができました。 

有難うございました。 

 

また、今年度は候補者の紹介が対面では叶わず、始めての試みで YouTubeを通じてスピーチをして頂く

ことになりWEBマスター辻野紀子様には大変お世話になりました。 

結果的には、候補者の皆様の個性が発揮されていて、とてもいい試みであったと思います。 

 

指名委員を経験して苦慮した点は、候補者の役職条件の中で、指名委員の役職再任の件でした。今後の問

題点として国際大会で審議していただくように地区理事会にお願いし地区大会の審議事項として提案し可

決されましたが、解釈の相違で再任することは可能であることが判明いたしました。今後の指名推薦条件が

大きく広がったことに安堵しています。 

 

過去に携わらせていただいた役職の経験と積極的に参加しました会議で皆様とのご縁をいただき、またゾン

タの先輩会員の皆様にご指導いただきましたおかげで任務を果たさせていただきましこと、心より感謝いた

します。 

指名委員長   安田多賀子 
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2年に渡りアメリア・イアハート奨学金委員長を務めましたが、成果が出せず残念です。 

国際会長を務められたシャロン・ランゲンベックさんは、アメリア・イアハート奨学金を 2度獲得され、キャリアを

積まれてゾンタクラブの国際会長になられた方です。 

奨学金がきっかけで、優秀な女性がゾンタクラブの会員として活躍されることは、この奨学金の理想です。 

アメリア・イアハート自身も、女性パイロットとしての先駆者だっただけでなく、ボストンや、ニューヨークのゾンタ

クラブの会員でした。女性も男性と同じように社会で活躍できることを証明するために努力した方だったので

す。 

将来有望な女性科学者を応援するための奨学金の情報が、なかなか日本の女子大学院生に届かないことに、

歯がゆい思いをしています。 

次年度こそ、奨学金に手を挙げてくれる女子大学院生が登場してくれることを心から願っています。 

アメリア・イアハート奨学金委員長  一澤恵美 

 

長かった２年間、もやもやとした意識のみが続いた毎日でした。 

コロナの中で何を伝えれば良いのかに迷い、伝えられないもどかしさが常に付き纏っていました。 

エリアミーティングが２年目にして開催されたことは忙しかったとは言え、最後に少しだけでもリーダーシップ

について伝えられたかと思えた幸いな事でした。 

残してあった資料の中からや、前任委員長から頂いた文書とお話から地区内の方々にお伝えできる必要で

大切な事を選びました。コロナに続く世界情勢はより厳しくはなりますが、２６地区が栄える事を願うばかり

です。 

                            リーダーシップ開発委員長  水野幸子 

 

第 16回地区大会 Part 2で行った地区表彰＜会員部門＞について、最終的な数字をご報告します。 

リクルート 個人-1名 クラブ-７クラブ 

登録回数 60年「いつまでもゾンシャン特別賞」-1名 

〃    50年以上「いつまでもゾンシャン賞」-2名 

〃    40年以上「これからもゾンシャン賞」-14名 

〃    30年以上「ますますゾンシャン賞」-95名 

そして、表彰状はありませんが、日本のゾンタの活動を支えてくださっている 

ゾンシャンのお一人お一人に「感謝」を贈ります！ 

会員委員長  浅野万里子 

 

国際奉仕賞は、２６地区から岡澤ガバナーのヒトデプロジェクト、クラブからは奈良ゾンタクラブが応募し

て頂き、今回残念でしたが、挑戦頂いたことに深く感謝いたします。国際大会では、D11,D17,D31が、 

クラブでは６クラブが表彰されました。 

又、２６地区では地区大会パート２において、地区アワードの表彰があり、 

個人では、奈良ゾンタクラブの松本真理子姉 

クラブとして、エリア１ 福島ゾンタクラブ 

               エリア３ 京都 Iゾンタクラブ 

               エリア４ 高松ゾンタクラブ    が受賞されました。 

皆様の頑張りにエールを送りますと共に、今期ご協力頂きまして、本当にありがとうございました。 

奉仕委員長  羽藤成代 
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２６地区 Z&GZクラブ委員長 報告 

４月７日に各 Z&GZクラブ アドバイザー、スポンサークラブへ ２０２１年度活動報告、２０２２年度役員名簿

の提出依頼（締め切り５月１０日）および サミット開催がないこと、 「エマ L. コンロン 地区賞」

について選考要綱などをお知らせした。 

５月下旬  審査委員５名で２０２０年度、２０２１年度の活動報告を見ながら、「エマ L. コンロン 地区賞」

について審査 

５月３０日 「エマ L. コンロン 地区賞」の選考結果をスポンサークラブ アドバイザーの方々に配信 

地 区 賞 恵泉女学園大学ゴールデン Zクラブ  

地区奨励賞 西南女学院大学ゴールデン Zクラブ、四国大学ゴールデン Zクラブ 

６月１１日  ２６地区大会 Part２にてエマ L. コンロン 地区賞、 地区奨励賞の表彰式を行った 

６月１４日  提出いただいた Z&GZクラブの２０２１年度活動報告をまとめて 各 Z&GZクラブのスポンサ

ークラブ、アドバイザーの方々へ配信。                                         

Z&GZクラブ委員長 真鍋芳美  

 

今期は、コロナ、気候変動、紛争という 3 重の脅威に直面したため、国連委員会は、世界で起きた女性と女

児に悪影響を及ぼす緊急の出来事に対し、迅速に国連へ働きかける必要に迫られる機会が多々ありました。

その度に、本部の国連委員会から地区国連委員長に対して情報共有のためのミーティングが召集され、

生々しい現実を認識し、私たちが何をすべきかを考える機会が提供されました。そして早々に、国連と欧州

評議会に対しゾンタの声明を出してきましたが、未だ情勢は厳しく、問題に直面している女性や女児のおか

れている状況は、ゾンタの思いに反して後退悪化しています。 

しかし、国連委員会の主な活動である国連女性の地位委員会（CSW）におけるNGO/CSWの on-lineで

開催されたイベントでは、本部のパメラ国連委員長が実行委員会のメンバーとして、世界中の多くの NGO

の中心的役割を担い、NGO/CSW の実施に大きく貢献しました。また、国連と国際ゾンタの共同事業の活

動成果は、先日のハンブルグ国際大会でも国連機関から高い評価を受けました。ゾンタの新しい世紀の第

一歩が始まり、私たちの描くジェンダー平等の世界が早期に実現することを目指し、国連レベルにおける活

動と、地区の私たちの活動を連動していくことが大切だということを実感しています。 

 

私にとって、国際奉仕の実践の場としてのゾンタの国連活動を経験したことは、国際ゾンタの活動を体系的

に理解する機会として、たいへん貴重でした。次期副ガバナーとして、26 地区のために、この経験を最大限

に生かせるよう活動してまいります。2 年間、ご協力有り難うございました。そして今後とも引き続き宜しくお

願い致します。 

国連委員長 和田津美智代 

 

この 2年間は日本のゾンタ 60年の歴史の中で、新型コロナ感染は特別な時期となりました。 

この間、26 地区としては岡澤ガバナーの指揮の指揮の下、立派に考え抜かれた地区大会 PART１・２を実

施して地区の存在感、ゾンシャンの団結力が発揮され、ヒトデプロジェクトという地区独自の活動が継続され

ることになりました。エリアミーティング開催も 2021年は 4クラブ DVD発信、2022年 5月は各エリアの

実施と、この事態に立ち向かう活動を展開され確実な足跡を残しました。。 

そして、最古のチャーター篠田桃紅様(東京 I）と国際との情報交換において永年ご功績のあった国際翻訳

委員関紀美子様(東京Ⅱ）とのお別れが残念でした。                 

ヒストリアン  向井優子 
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収入の部 566,005
クラブ寄付(12ｸﾗﾌﾞ)個人寄付

(累計117名)　利子5円含む
収入の部 5,180,949 クラブ寄付・個人寄付

※木下国際理事行動費 第1弾～第3弾　

　（振込手数料含む） 贈り物＋送料・梱包料等

残　額 287,805 次期(2022-2024)繰越金 残　額 853,489 次期(2022-2024)繰越金

総合計 3,841,902　円

※　全て、ウクライナの3つのクラブへ送る

クラブ寄付・個人寄付・一般寄付

ウクライナ寄付金（2022.4.23～2022.6.23）

支出の部 4,327,460

ヒトデプロジェクト(寄付金)

支出の部 278,200

国際ゾンタ役員・理事への26地区支援基金

（2020.10.28～2022.6.30） （2021.3.15～2022.5.31）

※払い戻しガイドラインに寄る。明細は後日記載。

編集後記 

☆ 落語にオチは付き物である。ガバナーにもオチがあるの❓ 

☆ 2022.6.28.ガバナー最終日 in Hamburg. PCR 検査、陽性。

Hotel で隔離、ガバナー交代式出られず。 

☆ 朝食は差し入れ。来ない日も有るが、来るとなればハムに 

チーズにソーセージが三皿、それにパンだけで 12個。絶対私を

「相撲取り」と見間違えている。 

☆ 「コロナに始まりコロナに終わるガバナー」と公言してきた

が、一番最後が 1番オモロイ！！      

お後がよろしいようで。 

                          past G   完 

hosi 

Raddison BLU hotel 1802 

（岡澤独房） 

次ページからは、地区大会 Part2 （ほんの一部、続きは議事録で） 

及び ハンブルク国際大会写真館です。 
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                 理事会ダンス 

玉井洋子 with 浮来奈
うくらいな

 

笠原芳子(会計) 

 

エリア１『花は咲く』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本各地のゾンシャン  

琵琶湖大津へようこそ♪  

楽しく笑顔で学習 素敵な時間を♪ 

前夜祭にメモリアル、ビアンカで就航 

LOVE 投げキッス💛 

ゾンタの事好きかしら 

はっきり聞かせて（大好き💕） 

 

岡澤ガバナー無茶ぶり 

大津のゾンシャンヘトヘト 

それでも可愛いガバナー 

魅力がいっぱい❣️（そうそう） 

 

明日にはいよいよ大会！ 

前代未聞の船上！ 

これから始まる時間を 

楽しみにして下さい。 

 

忘れん坊でわがままで 

いじわるだけだけど好きなの❤️ 

LOVE 投げキッス! 

ゾンタの事好きかしら 

はっきり聞かせて（大好き） 

 

まだまだあります世界へ 

ゾンタの真髄深掘り 

加藤トキコの歌声 

楽しみにして下さい 

 

淋しがり 屋で生意気 で憎らしいけど

好きなの LOVE 投げキッス 

ゾンタの事好きかしら 

はっきり聞かせて（大好き） 

                     

まだまだあります最後は、 

琵琶湖に打ち出す花々 

大津の魅力を存分楽しんで下さい。 

 

大津は大津はヒトデを投げ続けて行

きます❗️  

皆様皆様今夜は楽しんで下さい❗️ 

 

（『年下の男の子』の歌にのせて 

   ｂy 大津 ZC キャンディーズ） 

 

名古屋 SORA 

奈良 

群馬 

学ランとセーラー服 
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出航 

アンドレ・クードリアさん 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

ガバナー最後の挨拶 

 

Noriko の部屋 

ガバナー引継ぎ式 

加藤登紀子さん 銅像と共に 
いつもカメラ目線の銅像 

加藤登紀子さん 

庭の銅像(＝Mr.Kids) 
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開会 6/25 

お食事会（ゾンタフリーの日） 

ウェイター 

（通称せんだみつお） 

日本のデリゲート達 

開会式 旗手岡澤 ウクライナ 

2020-2022 ガバナー 
プロキシーを受けてくれた D20 のゾンシャン達 

 

旗手(中)台湾現ガバナー

(右)フィリピン次期ガバナー 

木下さん立候補演説 

木下さんに負けちゃったけど良く戦いました

D25 エリック 

祭の後 

ﾄﾞﾈｰｼｮﾝｼｰﾙ 6/27 朝➡ 
6/28 最終結果 

一夜にして躍り出た D26➡ 

 

D26 突然 2 位へ

浮上 

岡澤が参加できなかった 

クロージングバンケット 

(左)岡澤 G が 28 日最終のガバナー交代式で着る予定だった

着物。前日夜中にアイロンをかけたが出席できなかった 

岡澤同期ガバナー 

左から D29,D11,D26,D14 


