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「With YOU！」

国際ゾンタ２６地区ガバナー 浅野万里子

ガバナーの交代式は、コンベンションセンター・ハンブルグで開かれた第65回国際ゾンタ国際大会最終日最後のプロ
グラム「晩餐会」で執り行われました。各役職の現任と次期の名前が地区順に読み上げられると、２年間の重責を果たし
て晴れ晴れとした表情のガバナーが下手（しもて）から、緊張感漂う面持ちの次期ガバナーが上手（かみて）から登場し、
ステージ中央であいさつを交わすというセレモニーでした。

こうして国際ゾンタ26地区は岡澤則子ガバナーから浅野万里子に引き継がれました。コロ
ナ禍にあって、地区運営に大変苦労された岡澤パストガバナーが切り拓いてくださった26地
区の可能性の扉を、さらに大きく開いて行きたいと思います。
実は私、次期ガバナーとしてハンブルグ入りする直前に、大失敗をしたことを告白します。

引き継がれたガバナーピン

それは、これからの2年間の前途多難を予感させるに十分な出来事でした。イスタンブール空港でハンブルグ行きの便に乗
り継いだ際、乗り継ぎ専用のセキュリティーチェックを終えた直後に、何とハンドバッグを紛失してしまったのです。搭乗
ゲートに着く直前にあっ！と気づいたのですが、搭乗時間が迫っており、探しに戻るには空港は広すぎました。困り果てた
私の訴えを聞いた航空関係者の助言は、「まあまあ落ち着いて！パスポートと搭乗券を持っているのだから、とにかくハン
ブルグへ行き、着いたら航空会社の人にイスタンブール空港へ問い合わせてもらいなさい。」というものでした。言われる
ままに、後ろ髪を引かれる思いでハンブルグに飛び、お金もない、クレジットカードもないまま国際大会に臨み、そして無
事に帰国することが出来ました。
書けば数行で終わりますが、様々な場面で親身になって一緒に考え、助言をし、手を貸してくださった大勢の方々の存在
があってのことであることは言うまでもありません。事情を知って差し伸べられたゾンシャンたちによる支援の輪、規則を
拡大解釈してチェックインの手続きをしてくれたホテルのスタッフ、ホテル代を自分のクレジットカードで決済しようとし
てくれた旅行代理店の担当者等々、ひとつひとつのエピソードを思い返すと胸が熱くなります。窮地に陥り、パニック状態
になっている時、自分を取り戻すために必要なのは？一緒に考えてくれる人の存在、それがすべてです。どれほど勇気付け
られたことか。

With YOU!
この「共にある」「共にいる」という姿勢、元々はヒトデプロジェクトのコンセプトでした。今回の経験を経て、この精

神をこれからの2年間のガバナーシップの柱に据えようと決めました。自分もかくありたいとの思いを強くしたからです。
最後に、「失せ物」がその後どうなったかをご報告します。帰路もイスタンブール経由だったので、空港の遺失物カウン
ターへ行ってみました。当時の状況、ハンドバッグの色や形、中身を一通り説明したところで、パソコンの画面を見ていた
係員が一言「あるよ！」 暗雲立ち込めそうだった26地区のこれからの2年に希望の光が差し込んだ瞬間でした。
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国際ゾンタ指名委員（アジア担当）木下彰子（北九州ゾンタクラブ）
ハンブルグにおける第65回国際ゾンタ世界大会に於いて、２０２２－２０２４国際ゾンタ指
名委員（アジア担当）に選出されました。
前期の国際理事に続いて、あと2年間国際のお仕事をさせて頂くことを大変嬉しく思っていま
すUte国際会長のもと、その次の期（フィンランドのSalla会長期）の国際理事・国際指名委
員候補者達を選ぶという重責ですが、8人の仲間たちと頑張ります。

国際ゾンタ翻訳委員 矢﨑和喜子（東京Ⅱゾンタクラブ）
前期に引き続き今期も国際翻訳委員として、国際から送られる情報満載な文書を敏速に、正
確に、そして一番大切なことは分かりやすく、楽しく会員の皆様に読んでいただけるように
和訳することを心がけてまいります。今期は西川ひろこさんとパートナーを組ませて頂きと
ても心強く思っております。皆様に国際をさらに身近に感じて頂けるよう二人で頑張りま
す！私のリラックスタイムは、日本茶と草加煎餅を横に、推理小説を読む時です。

国際ゾンタ翻訳委員 西川ひろこ（奈良ゾンタクラブ）
７月初めに最終版のエリア通信の発行を終え、安堵感を味わっていましたところ、翻訳委
員のご連絡いただき、慌てました。今、改めて気を引き締めています。先日、ウテ国際会長か

らメールを受け取り、ウテ会長が委員長されている時、地区YWPA委員長でした事を懐かしく
思いだしました。丁度１０年前でした。経験豊かでいらっしゃいます矢﨑様に学ばせていただ
き、取り組みたいと思います。２年間、どうぞよろしくお願いいたします。
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国際ゾンタ26地区ガバナー 浅野万里子（東京Ⅲゾンタクラブ）
抱負：あなたと共に、ゾンタと共に（詳細は1ページをお読みください。）
好きなこと・得意なこと・自慢：結婚した時、夫の母はすでに亡く、冷蔵庫に糠床が
遺されていました。生きていたら嫁姑のバトル勃発に違いないのですが、糠相手では
糠に釘!?何とか復活させて今日に至っています。

国際ゾンタ26地区副ガバナー/会員委員長 和田津美智代（鳴門ゾンタクラブ）
副ガバナー・会員委員長としての任務がスタートしました。浅野ガバナーは、今期、「女性と
少女のためのより良い世界を築く」ためのWAVEを26地区で起こそうと声を挙げています。国
際ゾンタの目指す世界を構築するために、26地区から大きなWAVEを起こすには、私たちの活
動に共感し参加してくれる人を増やすことが最重要です。「ゾンタを未来につなげる」という
国際ゾンタの目標の5を皆で実現しましょう！

国際ゾンタ26地区エリア１エリアディレクター 神部眞理子（仙台Ⅰゾンタクラブ）
エリア1ADの神部眞理子です。仙台ⅠZC所属。ADとしての目標はふたつです。まず会員数を
増強し、できれば新しいクラブを創設する。次にクラブ通しが刺激し合ってより活発な活動を
展開する。広い地域にクラブが点在するエリア1の困難を乗り越えるには、ICTの利用でしょう
か（私自身は不得手、勉強中）。大切な時間を使うのだから、会員自身に活動を楽しんで頂き

たい。私の特技はお喋りです。特技を生かしてとにかく楽しいエリアに！

国際ゾンタ26地区 エリア2 エリアディレクター 地主ちづ子（横須賀ゾンタクラブ）
生まれは神戸、なぜか浅野ガバナーと同じ病院、阪神間で２３年、逗子で４８年住み続けて
います。奨学金をもらいながら、大学に通っていたころ、就職の担当者に「女子は求人こな
いからね、自分でさがして」と言われました。そんな時代でした。だから、若い女性たちが
働くこと生活することに差別されているのを見ると応援したくなります。趣味はパッチワー
クです。謎解きパズルの楽しさと根気が必要だから好きです。２年間よろしくお願いします。

国際ゾンタ26地区 エリア3 エリアディレクター 西村寛子（大津ゾンタクラブ）
国際ゾンタ26地区エリア３ADを務めさせていただく大津ZC所属の西村寛子（よしこ）です。
２０２２－２０２４の二年間は、人と人との交わりの温かさを大切にしながら国際ゾンタの
目標を実践し達成へ向けて微力ながら尽力して参りたいと思っております。
京都に生まれ育ち日本人でよかったと思う今日この頃。素晴らしい日本の文化・芸術を日本
中、世界中に発信していくことをライフワークにしたいと思っております。
よろしくお願いいたします。

国際ゾンタ26地区 エリア4 エリアディレクター 三宅信子（岡山ゾンタクラブ）
浅野ガバナーのリーダーシップのもと
もいます。プライベートでは
ています。趣味は

エリア４のクラブの皆様と共に歩ませて頂きたいとお

子供３人がそれぞれ家庭をもち孫も５人でき幸せな生活を送っ

ゴルフを３５年しております

が

ここ数年は

膝を悪くした為に年２回

がやっとです。パートナーとの旅行も楽しみの一つです。
３０年近くゾンシャンですが
で

まだまだ力不足の私ですが

精一杯務めさせていただきますの

ご支援ご協力をお願いいたします。
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国際ゾンタ２６地区 会計 呉本聖子（東京Ⅱゾンタクラブ）
今期、地区会計の任を拝しました東京Ⅱゾンタクラブ所属の呉本聖子です。
浅野ガバナーのリーダーシップのもと、会計の職に求められる事として迅速な事・正確な
事・明朗である事と思われます。これからの2年間チェック体制を確立し、会員の皆様に
もご信頼いただけるように努めて参ります。

国際ゾンタ26地区 書記 片桐典子（東京Ⅲゾンタクラブ）
チャレンジ精神と発想豊かな、素晴らしい浅野号の皆様に出会えたことに感謝し、新米で
はありますが、ガバナーと役員理事そして委員会の皆様を円滑に繋ぐことに誠意をもって
務める所存です。
興味のあること：音楽（演奏・教育・福祉）・美味探求（食べる人）・美術鑑賞など

国際ゾンタ２６地区 顧問 上田トクヱ（奈良ゾンタクラブ）
今期は顧問にも役割が分担され、私は会員増強担当。世界的な会員減少傾向が続くご時世なが

ら、泣き言や言い逃れしないで、いかに歯止めをかけられるか。そこではたと気づいたのが世
の半数は男性ではないか、木下国際指名委員にお聞きすると、国際ゾンタには既に約200人以
上の男性会員がいるようです。また嬉しい事に和田津副ガバナー（会員委員長）も同じことを
考えておられた事がわかり、2年間の伴走支援がとても楽しみです。

国際ゾンタ２６地区顧問 豊田由起子（東京Ⅱゾンタクラブ）
今後２年間のお役を承りました。６年間国際奉仕委員会委員としてなかなか地区にはお返しも
できずにおりました。浅野ガバナーから史料担当として、ヒストリアンのサポートを仰せつか
り、今までとりとめもなく溜めていたものを、なにがしかの形で２６地区の史料として日の目
を見せられることができるならばうれしい限りでございます。
５０年誌をもとにさらなる歴史の証として皆様にお届けする一助になればと存じます。

国際ゾンタ２６地区 顧問 真鍋洋子（高松ゾンタクラブ）
財団大使の寄付推進をサポートして参る所存です。
趣味は社交ダンスです。
仕事の合間にレッスンを楽しんでいます。
ここ3年続けて

日本武道館でソロ・デモンストレーションに

出演しました。人生の記念です。

国際ゾンタ26地区氏名委員長 山本蒔子（仙台Ⅰゾンタクラブ）
この度、指名委員長に選出されました山本蒔子です。私は、ゾンタ、女医会と禁煙の活動を続
けています。忙しくしているのが良いのか、80代になりましたが、非常勤医師として働いてい
ます。指名委員会は次期の地区を担っていく人材を発掘しなければなりません。
コロナ禍のために、皆様にお目にかかる機会が減っており残念です。皆様には、クラブで良い
活動をされているゾンシャンを、ぜひ地区の役員として推薦して頂きますようお願い致します。

４

国際ゾンタ26地区 指名委員 早川久仁子（京都Ⅱゾンタクラブ）
人材豊富なこの26地区の中、更に新しい人材を発掘するべく努力したいと思います。
好きなことは友達作り、得意なこと自慢できることは、頼まれると断れない性格、いったんや
りだすと止めることを知らない性質。その性質の為に謡から始まり、仕舞・能管・小鼓・太鼓
と誘われるままに増える一方。その上手話サークル2つに所属。人権擁護委員（京都法務局所
属）は定年になったのにサポーターとして居残っていること。勿論本職医者も続けていること
です。

国際ゾンタ26地区 指名委員 畑山喜美枝（松本ゾンタクラブ）
あっという間のゾンタ生活27年、人生を有意義にしてくれました。今年の世界大会は、戦争に
巻き込まれている我々の同志の皆さんの問題を仲間として共有できている実感をリモートで実
感することができました。奇しくも1919年に立ち上がったゾンタもスペインカゼの後でした。
Covid-19とウクライナ侵攻という災害に見舞われた世界未来は全く違った展開になりそうで
す。指名委員は素晴らしい才能の皆さんをサポート出来る様しっかり人材の発掘に努めたいと
存じます。頼もしい若い力に期待しております。

国際ゾンタ26地区アドボカシー委員長 好永良子（安芸コスモスゾンタクラブ）
私はゾンタ歴が２０年以上になりますが、その頃には男女共同参画社会基本法の施行、DV防止
法の交付、選挙のクオーター制、選択制夫婦別姓等の検討など女性にとってよりよい社会の実
現に向けて動き出したようで期待も持てました。しかしなかなか状況は変わりません、今の日
本のジェンダーギャップ指数は低いです。女性と女児の生きやすい世の中になるよう皆様と力
を合わせてアピールしたいと思っています。どうぞよろしくお願い致します。

国際ゾンタ26地区アメリア・イヤ・ハート委員長

佐藤康子（秋田ゾンタクラブ）

好きなこと、特技といえるかどうか、強いてあげれば近世古文書の解読に関心があります。中
でも女筆に興味があり、近世女性史研究とまではいきませんが、少しまとめた著述があります。
女性は決して弱くない、いつの時代も女性のエンパワーメントは大きいと言えます。権力や暴
力、理不尽をかわして信念を貫いて生き抜いた女性の力は社会を変革します。
男性女性の本質をお互いによく理解し認め合いながら男女共同参画を進め、持続可能な社会を

創っていく時が来たと考えています。

国際ゾンタ26地区バイローズ委員長 内藤惠子（大阪Ⅱゾンタクラブ）
バイローズ委員長を、お受けした大阪IIゾンタクラブの内藤惠子です。ゾンタ活動の基盤であるバイ
ローズを、皆様と一緒に勉強しうまく運営できるように務めます。産業医となり、開業をやめたの
で、ゾンタの活動ができるようになりました。ガラス工芸を２０年以上しています。サンドブラス
トだけでしたが、キル、吹きガラスと広げています。去年は、神戸新聞社賞を頂きました。ゾンタ
世界大会は、参加してきました。各地で楽しい思い出が一杯です。飛行機、ホテルを自分で手配し
て、準備段階から楽しんでいます。ゾンタの地区大会でも、日本各地を訪れるのを、楽しみにして
います。和服地で洋服を作成する教室に通っています。よろしく、お願い致します。

国際ゾンタ26地区センチュリアン 岩田真左子（札幌Ⅱゾンタクラブ）
センチュリアンという役職の内容については、明確な定義があるわけではありませんが、地
区で問題が起きた時や困った際に、相談に乗って助言をする危機管理担当、と申し上げて宜
しいかもしれません。technologyの発展、IT技術の進歩などにより、世の中は大きく変化し
ています。この2年間、浅野ガバナーを中心に、26地区が、実りある活動が出来ますよう、
私も努めて参りたいと思います。勿論、センチュリアンとしての私の出番がないことを願っ
ております。

５

を願っております。

国際ゾンタ26地区財務委員長 笠原芳子（松本ゾンタクラブ）
前期、地区会計としての活動ではコロナ禍がなればこその、多くのゾンシャン方々との繋がり
で数えきれない感動と学びをいただきました。ピンチはチャンス！常にプラス思考で今期も財
務委員長として、しっかり尽力をしたいと思います。
前期では、岡澤前ガバナーから「NOを許さないミッション」で何回も演奏の場をいただきま
した。ご用命があったら、、、喜んでお受けいたします。

国際ゾンタ26地区財団大使 井野節子（SEN姫路ゾンタクラブ）
皆様よろしくお願い致します。２６地区財団大使として、皆様方にゾンタ女性財団に寄付
をお願いする役目です。ささやかでも寄付できる立場であることは喜ばしいことであり、
生きる元気を与えてくれる源です。今後できるだけわかりやすく財団のお話をさせていた
だきますので、ご協力をよろしくお願い致します。

国際ゾンタ26地区 ヒストリアン松田典子（高松ゾンタクラブ）
今期のヒストリアンの仕事は大きく二つです。
①日本にゾンタクラブが誕生して60年余り、50周年誌に次ぐ100周年に向けて、史料等のリス
トを作成し引き継ぐ。②地区HPに日本のゾンタの歴史のページを設ける。
豊田地区顧問のご協力ご助言を仰ぎながら、浅野ガバナー曰く、地区の「史料」と「資料」の
可視化、に微力ながら努めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。

国際ゾンタ26地区JMK奨学金委員長／WIT奨学金委員長 田中洋子（東京Ⅰゾンタクラブ）
米国発祥のゾンタにとって、日本の学校制度は常に半年違いのズレを持っている。それを上手
に克服し、応募者を受賞に導きたい。
建築と住環境のデザインが好きで、映像や冊子編集が得意。平成元年起業の前、今では全国で
使われる弊社のシステムにより、地学部学生をバックアップ、画期的な論文は世界の注目を集
めた。結果、日本初の跳び級（大学院）を実現させ、自社PRとした。洞察力と明るさ、統合力
と粘り強さ、優しいのが特徴。
（夫が撮影のスナップ…、その後一層ふとったので、詐欺だろと言われて‥痩せねば。）

国際ゾンタ26地区 リーダーシップ開発委員長 村上浩子（群馬ゾンタクラブ）
知らないというのは恐ろしい。深く考えず委員を引き受けてしまいました。まあ何とかなる！
私の長所はこの楽天的な所かもしれません。ただし一歩間違えればいい加減という事にもなり
かねません。これからは良い加減になるよう２年間頑張りたいと思います。「26地区にWAVEを
起こす！」いや「26地区からWAVEを起こす！」という野望をひそかに抱いております。皆様よ

ろしくお願い致します。

国際ゾンタ26地区 パラメンタリアン 岡澤則子（大津ゾンタクラブ）
大津ZC所属の岡澤則子です。この前までガバナーをしておりました。浅野副ガバナーに
は良く助けられました。二人は全くタイプが違うと言われます。二年間、関西風コテコ
テ菌をうつしてやろうと努力したなのですが、準備万端・緻密な計画の江戸女には徒労
に終わりました。代わりにBA5菌にうつったのが私でした（泣）。一度は異国の地で失
いかけた命。これからの二年、パラメンタリアンとして命がけで浅野Gをお支え致しま
もくろみ

す。そして再度、コテコテ菌をうつす目論見を開始致します。
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す。そして再度、コテコテ菌をうつす目論見を開始致します。

国際26地区 広報委員長／WEBマスター 福島大亮（北九州ゾンタクラブ）
この度、26地区広報委員長・WEBマスターを拝命いたしました。
国際では当職をGreater Visibiltyと呼んでいるようです。ネットで検索すると次回の世界大会
のホストである22地区のHP（https://www.zontadistrict22.org/）にたどり着きました。
格好良い（Coolな）展開をされているので勉強させていただきます。ゾンタをより多くの
人々に見えるようにしたいと思います。各クラブの広報担当のゾンシャンの皆様ともコラボ
できれば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

国際ゾンタ26地区 奉仕委員長

宇治田惠子（京都Ⅰゾンタクラブ）

陸に打ち上げられたヒトデを一匹でも多く海に戻したいとゴム長靴に履き替えまし
た。副委員長様にも支えていただきながらガバナーの意向に沿って実り多い２年間
になりますよう頑張ります。

国際ゾンタ26地区 国連委員長 水野幸子（函館ゾンタクラブ）
国際ゾンタの名前に惹かれて入会して以来、国際関連のテーマは私にとって益々大切な事に
なった。何でも無い話題の中にアメリア、イヤ、ハートが出たり児童婚があったりと、ゾンタ
の活動がいかに社会の根底で人々の生活と結びついているか、切実に感じている。日頃、自宅
の近辺で、登下校の子供達に出会った時、この子供達はどんな大人になるのだろうか、どんな
夢をかなえようとしているのかと思ってしまう。
明るく賑やかに遊ぶ子供達の未来が、今のまま元気で楽しくあって欲しいと祈る思いでいる大
人達は他にも沢山おられると思う。次世代に平和をもたらす事ができる社会の一員で有りたい
と心の底から思う毎日を過ごしている。

国際ゾンタ26地区ＹＷＰＡ奨学金委員長

森本博子（京都Ⅱゾンタクラブ）

ＹＷＰＡ奨学金委員長を拝命して
ＹＷＰＡ奨学金がどういうものかよくわからずに委員長をお引き受けいたしましたが前任
者の納富様から引継ぎしていただき、任務の重大さにその責務が果たすことができるか不安
になっております。立派な奨学生が選出されますよう、皆様方のご指導、ご協力をいただき、
努力したいと思っております。

国際ゾンタ26地区 Z&GZクラブ委員長 駒田かすみ（姫路ゾンタクラブ）
Z&GZクラブ委員長を務めることとなりました、姫路ゾンタクラブ所属の駒田かすみです。
コロナ禍で活動に制約の多い高校生・大学生世代の皆さんがモチベーションを感じ続けら
れるようにフォローをして行きたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
市議会議員として活動しているほか、プライベートでは趣味でロードバイクに乗っていて、
いつかドイツのSays No！サイクリングに参加してみたいと思っています。

７

Zonta 最新情報
[国際ゾンタ編]
・第66回世界大会2024：コンベンションセンター＠ブリスベン（オーストラリア）
第67回世界大会2026：北米（開催地は検討中）

・2022-2024期の目標
Build a Better World for Women and Girls

女性と少女のためのよりよい世界を築く

目標達成のための５つの柱

ジェンダー平等のために立ち向かう
地球市民を代表する
未来のリーダーを育てる
自分自身を称える
ゾンタを未来につなげる
※詳しくは2022年8月1日付配信「2022-2024期目標（完成版）」をお読みください。

[26地区編]
・2022年6月1日現在クラブ数

44クラブ

※福井嶺南ゾンタクラブ、塩釜ゾンタクラブは2022年5月31日をもって解散しました。

・2022年7月31日現在会員数（国際ゾンタホームページから）
個人会員767名

クラブ名誉会員23名

・2022-2024期 地区スローガン
キーワード

Women & Girls !

ヤング・プロフェッショナル会員

7名

WAVEを起こそう！
Advocacy & Service !

Violence? NO! !

Empowerment !

・第65回世界大会関連

参加者（対面）：10名（あいうえお順；敬称略）
※浅野万里子（東京Ⅲ

内 ※デリゲート8名

） ※岡澤則子（大津） ※上田恵子（大阪Ⅰ）木下彰子国際理事（北九州）

※後藤愛子（東京Ⅱ）
※内藤惠子（大阪Ⅱ）

※籠田淳子（北九州）

※阪井サヤカ（横浜）

※田中洋子（東京Ⅰ）

福島大亮（北九州）プロキシー：30クラブ（26地区16クラブ＋20地区14クラブ）

News！

国際ゾンタ指名委員に木下彰子会員が当選！

News !

Women in Technology奨学金が継続となり、26地区の担当は、田中洋子JMK奨学金委員長
（東京Ⅰゾンタクラブ）が兼任

News！

国際ゾンタ女性財団への寄付総額＄171,394.72

1位 10地区 2位 26地区 3位 31地区

※バイローズについては、国際ゾンタのホームページに詳細が掲載されて以降、バイロー ズ委員長
より発信の予定です。

次期ガバナーオリエンテーションの時、Ute Scholz国際会長（当時 次期国際会長）は言われました。「ゾンタが
出来て100年以上が経ちました。当時は馬に乗り、馬車で移動していた時代でしたが、今や宇宙に行く時代です。
ところが、ゾンタはいまだに馬に乗っているところが多々見られます。このままでいいと思いますか？」「マホ
ガニーとゴールドという色を私はあまり好きではありません。もう少し柔らかい色をイメージカラーに使ってみ
たいと思っています。」これからの2年間、何か起きそうな予感がしませんか？
どちらかというと内向き、内弁慶な印象がある26地区です。
先ず、ゾンタ用の名刺に、国際ゾンタの目標を印刷することから始めましょう。英語でも日本語でもOKです。次
に、クラブが立てる年間計画に「Zonta Says NO！キャンペーン」と「Zonta Rose Day」を加えましょう。今期、国
際ゾンタが各クラブに求めるアクションは、これら２つのキャンペーンに取り組むことです。クラブ単独でもよ
し、他のクラブと一緒にしてもよし、エリアで何かしてもよしです。
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ブ単独でもよし、他のクラブと一緒にしてもよし、エリアで何かしてもよしです。

「WAVEを起こそう！」には、もっと外に目を向けよう、外に向かって発信しよう、ゾンタの存在感を高め
よう、という意味も込められています。簡単なことから始めて行きましょう。あなたが、クラブが、エリア
が、地区が動けば、WAVEが起きる・・・

デザイン募集！
地区スローガン「WAVEを起こそう！」の「WAVE」とキーワードを使ったデザインを募集 します。
缶バッジ、Tシャツ、タオル、トートバッグ等々、様々に使えるデザインを考えてくだ さい。 個人
でもクラブでも応募可。ガバナーあてにご応募ください。

締切：2022年9月25日（必着）

採用された方／クラブには・・・これから考えます。

地区会計からのお知らせ
26地区会計口座が新しくなりました！
・三井住友銀行新宿支店 店番号 221
普通預金

口座番号

5163055

国際ゾンタ26地区会計

呉本聖子（クレモトセイコ）

・三井住友銀行新宿支店 店番号 221
普通預金

口座番号

5163077

国際ゾンタ26地区 奉仕会計

呉本聖子（クレモトセイコ）

＊今期は各クラブ・会員の皆様に、より解りやすく入金していただく為に口座を２つに増やしました。
第16回地区大会にて26地区独自の活動「ヒトデプロジェクト」も継続になり、またロシアのウクライナ
侵攻のように、国内・国外の緊急支援活動をする際の口座が必要であるとの地区理事会の判断で、新た
に26地区奉仕会計口座を設けることになりました。ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

26地区ガバナー 浅野万里子

地区会計

呉本聖子

第1号を何とか間に合わせることができ、今はほっとしております。
と書いたはずでしたが、修正箇所が出てきて、修正版を作成することとなり
ました。こちらの不手際でご迷惑をおかけした皆様に、深くお詫びいたしま
す。第2号ではこのようなことがないよう、十分注意いたします。どうぞお
赦し下さいませ。

山田千鶴子（東京Ⅲ）
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