
 

 

 

 

          

 
 

 

 

親愛なるゾンシャンの皆様、 

 

新しい 2022-2024年にようこそ！皆

様を温かくお迎えします！ 

 

まず最初に"Build a Better World 

for Women and Girls（女性と少女の

ためのより良い世界を築く）“という新し

いキャッチフレーズについて、皆様から

いただいたご支援と前向きなフィードバ

ックに感謝いたします。このキャッチフ

レーズに対する私のビジョンは、誰も

が無理なく理解でき、翻訳しやすいフ

レーズを使用することです。もちろん、

これからも奉仕活動やアドボカシー活

動を通じて女性と少女をエンパワーし

ていきますが、新しいキャッチフレーズ

によって、女性の権利に関する世界的

な議論へのゾンタの存在と参加をより

多くの人々に示し、知名度を高めるこ

とができるのです。 

 

 

ドイツのある晴れた日に、ウテ・ショルツ国際会長

からの短い動画をご紹介します。 
 

 

 

 

メッセージの和訳 

こんにちは、ウテです。 この度、2022-2024 年度

国際会長を務めることになり、大変光栄に思っ

ています。女性の権利は人権であり、すべての

女性が自分の可能性を最大限に伸ばす機会を

持たなければならないことを、私たちは皆知って

います。 教養ある女性は、私が住むここ北ドイ

ツだけでなく、世界中のあらゆる場所で、私たち

の社会を支えています。 ですから、女性の権利

とジェンダー平等のために、女性も男性も同じよ

うに立ち上がることが必要なのです。 皆さんと

一緒にこそ、女性と少女のためのより良い世界

を築くことができるのです。 

 

ゾンタニュース 8月号 

2022年 8月 18日国際より配信 

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eyJzjNmorgNBYv2xJcidX9V1t8Pn499r4B2qN9SgSg3wuz_ULHwsSCi8c7V-UxyyYtKP6xWZPG4byCJIPL-OYZHmSpA1ZFmfE4PfQGEnG14chGhQ0te9H20sUYw59vOhreqhcF1U_ac0UAlqWvya7RhA7YsX-UlVOnB6HmY8g7tXLnauzXQ7FA==&c=KXzI9BajiySoCkP3cFW1ms_TjthP_LfkrS9f_opKM05WCE6vydNa7w==&ch=YwBj517lTHMcemXo-M_T3PsM6gj3IUEgQ0gZJ6j2Le3RbUeutWL9wA==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eyJzjNmorgNBYv2xJcidX9V1t8Pn499r4B2qN9SgSg3wuz_ULHwsSCi8c7V-UxyyYtKP6xWZPG4byCJIPL-OYZHmSpA1ZFmfE4PfQGEnG14chGhQ0te9H20sUYw59vOhreqhcF1U_ac0UAlqWvya7RhA7YsX-UlVOnB6HmY8g7tXLnauzXQ7FA==&c=KXzI9BajiySoCkP3cFW1ms_TjthP_LfkrS9f_opKM05WCE6vydNa7w==&ch=YwBj517lTHMcemXo-M_T3PsM6gj3IUEgQ0gZJ6j2Le3RbUeutWL9wA==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eyJzjNmorgNBYv2xJcidX9V1t8Pn499r4B2qN9SgSg3wuz_ULHwsSCi8c7V-UxyyYtKP6xWZPG4byCJIPL-OYZHmSpA1ZFmfE4PfQGEnG14chGhQ0te9H20sUYw59vOhreqhcF1U_ac0UAlqWvya7RhA7YsX-UlVOnB6HmY8g7tXLnauzXQ7FA==&c=KXzI9BajiySoCkP3cFW1ms_TjthP_LfkrS9f_opKM05WCE6vydNa7w==&ch=YwBj517lTHMcemXo-M_T3PsM6gj3IUEgQ0gZJ6j2Le3RbUeutWL9wA==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eyJzjNmorgNBYv2xJcidX9V1t8Pn499r4B2qN9SgSg3wuz_ULHwsSNdxAcbDtLdxanfN5Xz06_lQA6jpZ7bCC7zAh6ueVh5VoTH8VmAN3GQCPZ8femmH8-7nAAfHyUD_rkbB6WRY8aFh9r5jFTEWI6F_0pwQ1GJ1Gx3p5pCekiijRJTPxjW8wQ==&c=KXzI9BajiySoCkP3cFW1ms_TjthP_LfkrS9f_opKM05WCE6vydNa7w==&ch=YwBj517lTHMcemXo-M_T3PsM6gj3IUEgQ0gZJ6j2Le3RbUeutWL9wA==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eyJzjNmorgNBYv2xJcidX9V1t8Pn499r4B2qN9SgSg3wuz_ULHwsSBfykgWwmRRudwe3zDARJK55N7-t922b5DIF3px1sAgYCZJrzefKHbZhEdxfY9Hwp-lxedSTW9__jFqxWZhwiRj9aCpvENzwBBpV8P9mX8AeO53voKxEG9M=&c=KXzI9BajiySoCkP3cFW1ms_TjthP_LfkrS9f_opKM05WCE6vydNa7w==&ch=YwBj517lTHMcemXo-M_T3PsM6gj3IUEgQ0gZJ6j2Le3RbUeutWL9wA==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eyJzjNmorgNBYv2xJcidX9V1t8Pn499r4B2qN9SgSg3wuz_ULHwsSPDnMEEH2DT9YIxC2Mc_ClrmwrqnwSAKNXP52w8UB5pdZyk1HRas2OaxiSS9ua3TGYwmx0_VIuSdDfJ31YKBtQpXFWWmVrPXqm61QAnNv0qhIDUfiio-_a4cZVn-f2gu3-qcPXEmBHWS&c=KXzI9BajiySoCkP3cFW1ms_TjthP_LfkrS9f_opKM05WCE6vydNa7w==&ch=YwBj517lTHMcemXo-M_T3PsM6gj3IUEgQ0gZJ6j2Le3RbUeutWL9wA==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eyJzjNmorgNBYv2xJcidX9V1t8Pn499r4B2qN9SgSg3wuz_ULHwsSHeOO0bLjb5ujKs0mPD7x8TvAptaGMw5i1h1ib_s015mKEBR0COCHmHa_9TuR7_KlnTE94ZzmFEY5Smlf8oVsBbQwY7_S25nSA==&c=KXzI9BajiySoCkP3cFW1ms_TjthP_LfkrS9f_opKM05WCE6vydNa7w==&ch=YwBj517lTHMcemXo-M_T3PsM6gj3IUEgQ0gZJ6j2Le3RbUeutWL9wA==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eyJzjNmorgNBYv2xJcidX9V1t8Pn499r4B2qN9SgSg3wuz_ULHwsSHzw-92FUhizKdpzjCLj3Ajp6t1ZeXGv5ZRmTUT0Xi28g2tDUDq3qt208NM3SOX9fzY7_uKSZmQ3y6j_hHbfpwA5iPhDcur2QprdkWMyv3PAI7G3rdWYGYloBf-Rf-EfIg==&c=KXzI9BajiySoCkP3cFW1ms_TjthP_LfkrS9f_opKM05WCE6vydNa7w==&ch=YwBj517lTHMcemXo-M_T3PsM6gj3IUEgQ0gZJ6j2Le3RbUeutWL9wA==


ゾンタは今、これまで以上に必要とされています。2022年 7月の「世界男女格差報告

書」によると、ジェンダー平等への進展は停滞しており、世界のジェンダーギャップを解

消するにはあと 132年かかると言われています。私たちは、多くの国における政治的

課題、戦争、COVID-19及び経済危により変化する世界に直面しており、これらすべて

が女性の権利の後退をもたらしています。危機がますます深刻化する中、女性の労働

力の成果は悪化し、世界のジェンダー公正が後退するリスクはさらに強まっています。

しかし、私は、これはそのシナリオを変える機会であり、女性の権利が人権として認めら

れ、すべての女性がその可能性を最大限に発揮できるようになるまで、私たちは休まな

いということをゾンタの会員が世界に示す機会だと考えています。 

 

皆様の地域での奉仕活動やアドボカシー活動を見ていると、ゾンタの会員はすでにそ

のようなより良い世界を築くために必要な建築家であることがわかります。だからこそ、

私は皆様にゾンタの精神を発揮していただき、なぜゾンタがジェンダー平等のためのリ

ーダーシップと行動の輝く光であり続けるのかを世界に示して頂きたいと思います。 

 

ゾンタの会員の皆様は、私たちの組織の心臓、魂、そして手であり、皆様の継続的な献

身と支援に深く感謝しています。私たちが力を合わせてこそ、世界のジェンダーギャップ

を解消し、女性と少女のためのより良い世界を築くことができるのです。 

 

心を込めて 

 

 

 

 

ウテ ショルツ 

2022-2024国際会長 

国際ゾンタ及びゾンタ女性財団 

 

 

 

 

 

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eyJzjNmorgNBYv2xJcidX9V1t8Pn499r4B2qN9SgSg3wuz_ULHwsSCi8c7V-UxyyE7Zu2NhuU7OTxITRXa-Yc28Y_IQlVxI_DyBbJikWy77RIXrMX5F-ffrd4VC9orj01Kc3zKMxEZTYvLHF0IdooVkFwzAE_kbnpb83OTjqlQppFPPcTZqwIQ==&c=KXzI9BajiySoCkP3cFW1ms_TjthP_LfkrS9f_opKM05WCE6vydNa7w==&ch=YwBj517lTHMcemXo-M_T3PsM6gj3IUEgQ0gZJ6j2Le3RbUeutWL9wA==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eyJzjNmorgNBYv2xJcidX9V1t8Pn499r4B2qN9SgSg3wuz_ULHwsSCi8c7V-UxyyE7Zu2NhuU7OTxITRXa-Yc28Y_IQlVxI_DyBbJikWy77RIXrMX5F-ffrd4VC9orj01Kc3zKMxEZTYvLHF0IdooVkFwzAE_kbnpb83OTjqlQppFPPcTZqwIQ==&c=KXzI9BajiySoCkP3cFW1ms_TjthP_LfkrS9f_opKM05WCE6vydNa7w==&ch=YwBj517lTHMcemXo-M_T3PsM6gj3IUEgQ0gZJ6j2Le3RbUeutWL9wA==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eyJzjNmorgNBYv2xJcidX9V1t8Pn499r4B2qN9SgSg3wuz_ULHwsSPkAgQj_gMAf0RbCuQGG-ihlpbBGwULluY6mimjgxC_bXjP73ZwVZXSmMFe9Gh4Yr4PY1EGvExZTPwrOv03K84hCPTOWtKGuSuP0XtVPQBoUulzRTUBIAU8XlT715wOnj8fS3vmOvk6Ly2VshnsEMuiOHvDxji7q6yyhRmxbdKjzZZsXPSxmBAZVv_F0UqgRUdQiQ5SP-ixZkK3uPczLQ3uM-ildxS-N1jEyobsJU3UKH4Rwdc0VeOsgUZBF4AviGoFl7tUMMU85Mtos1nlbKF3b13Otc0NB_4H0Zg17C4yE&c=KXzI9BajiySoCkP3cFW1ms_TjthP_LfkrS9f_opKM05WCE6vydNa7w==&ch=YwBj517lTHMcemXo-M_T3PsM6gj3IUEgQ0gZJ6j2Le3RbUeutWL9wA==


ゾンタがより良い世界を築くために 

建築家は設計図がなければ建物を建てることができませんが、ゾンタの会員も同じで

す。2022-2024の目標（和訳）を読んで、女性と少女のためのより良い世界への道を歩

み始めましょう。この 2年ごとの目標は、ゾンタの使命とビジョンに沿ったもので、5つ

の柱を中心に据えています。 

 

 

 

 

 

1.ジェンダー平等のために立ち向かう 

国際ゾンタは、女性の権利が人権として認められる世界を目指

しており、その結果、アドボカシーと行動は、私たちの活動の最

前線に位置付けられています。 

 

 

 

2.地球市民を代表する 

ゾンシャンは、常に地球市民の理念を掲げ、クラブと個人の世界

的な交流を通じて、理解、親善、平和を推進し、地域社会、国家、

世界に貢献することを使命としてきました。 

 

 

 

3.未来のリーダーを育てる 

国際ゾンタ、クラブ、個人会員は、すべての女性が教育と資源を

利用できるようにし、より多くの女性が意思決定の場で活躍でき

るよう努力を重ねています。 
 

 

 

4.自分自身を称える 

ゾンシャンは、私たちの組織の心臓部であり、手です。メンバー

なしには、私たちは何もできません。 

 
 

 

  
 

 

5.ゾンタを未来につなげる 

社会の急速な変化、テクノロジーの進歩、世界的な大流行、経済

の不確実性、未曾有の自然災害にもかかわらず、ゾンタは次の 2

年期を迎えるにあたり、力強く立ち向かっています。しかし、熟慮

と洞察に基づいた行動を取らなければ、ゾンタの長期的な持続可

能性は保証されません。 

 

下記のボタンから 2022－2024の目標（和訳）をお読みください。  
 

 

 

https://zonta-d26.jp/wp/wp-content/uploads/2022/08/2022-2024-Goals-Complete.pdf
https://zonta-d26.jp/wp/wp-content/uploads/2022/08/2022-2024-Goals-Complete.pdf


 

 

プロジェクトで変化をもたらす 

2022年ゾンタ国際大会において、2022―2024年の国際奉仕プロジェクトを発表しまし

た。教育、気候変動、暴力防止に焦点を当てた取り組みを通じて、世界中の団体とパー

トナーを組み、女性と少女の生活に変化をもたらすことを目指します。4つのプロジェク

トについては、以下をご覧ください。 

 

ペルーの思春期の少女の健康

と保護 

 

思春期の若者、特に少女の健康上のニ

ーズにタイムリーに対応し、学校やその

他の事業所でのあらゆる形態の暴力を

防止するための支援機関を向上させる

ことを目標としています。 

 

思春期、特に少女は、自らの権利を主

張し、自分の生活と身体をコントロール

するために必要な自信と自主性を身に

つけることができるように、自分自身を

エンパワーする機会を持つ必要があり

ます。  

 

プロジェクトの説明書（和訳）はこちらか

らご覧ください 

 

マダガスカルで気候変動に取

り組む少女たち 

 

私たちの目標は、マダガスカルで「子ど

もにやさしい学校」を通じて環境教育を

行い、少女や思春期の若者を支援する

ことです。   

 

このプロジェクトは、ユニセフが子どもた

ち、特に少女が安全で包括的な環境の

中で学習できるようにし、子どもたちが

気候変動に対して行動を起こし、気候

変動に強いコミュニティを構築できるよう

にするためのものです。 

 

プロジェクト説明書（和訳）はこちらから

ご覧ください 

 

https://www.zonta.org/images/docs/OurPrograms/InternationalServiceProjects/Peru/Peru-Project-Description22-24-Japanese.pdf
https://www.zonta.org/images/docs/OurPrograms/InternationalServiceProjects/Peru/Peru-Project-Description22-24-Japanese.pdf
https://www.zonta.org/images/docs/OurPrograms/InternationalServiceProjects/Peru/Peru-Project-Description22-24-Japanese.pdf
https://www.zonta.org/images/docs/OurPrograms/InternationalServiceProjects/Peru/Peru-Project-Description22-24-Japanese.pdf
https://www.zonta.org/images/docs/OurPrograms/InternationalServiceProjects/ClimateChangeMadagascar/Madagascar-Climate-Change-Project-Description-Japanese.pdf
https://www.zonta.org/images/docs/OurPrograms/InternationalServiceProjects/ClimateChangeMadagascar/Madagascar-Climate-Change-Project-Description-Japanese.pdf
https://www.zonta.org/images/docs/OurPrograms/InternationalServiceProjects/ClimateChangeMadagascar/Madagascar-Climate-Change-Project-Description-Japanese.pdf
https://www.zonta.org/images/docs/OurPrograms/InternationalServiceProjects/ClimateChangeMadagascar/Madagascar-Climate-Change-Project-Description-Japanese.pdf
https://www.zonta.org/images/docs/OurPrograms/InternationalServiceProjects/Peru/Peru-Project-Description22-24-Japanese.pdf
https://www.zonta.org/images/docs/OurPrograms/InternationalServiceProjects/ClimateChangeMadagascar/Madagascar-Climate-Change-Project-Description-Japanese.pdf


児童婚をなくすためのグロー

バルプログラム 

  

 

この 2年間の目標は、少女の保護とエ

ンパワーメントのためのグローバルプロ

グラムの活動を拡大し、最終的に児童

婚をなくすことです。 

 

私たちの継続的な支援により、「世界中

の少女たちが、より健康で安全な、活力

に満ちた人生の転機を経験し、教育、

性、結婚、出産に関して十分な情報を

得た上で選択し、決定を行うことで、自

らの運命をコントロールする」というグロ

ーバルプログラムのビジョンの実現に向

けた取り組みが前進します。 

 

プロジェクト説明書（和訳）はこちらから

ご覧ください 

 

彼女の健康と尊厳は 

私たちの最優先事項 

 

私たちの目標は、パプアニューギニアと

東ティモールのすべての女性と少女が

が、ジェンダーに基づく暴力（GBV）のな

い生活を送れるようにすることです。 

 

この第Ⅰ段階の新たな取り組みに基づ

き、第Ⅱ段階では、パプアニューギニア

と東ティモールの他の地域における医

療従事者を含む GBV対応担当者のス

キル、知識、能力の強化を拡大し、持続

可能性のために政府のシステム内で介

入を制度化します。 

 

 

 

プロジェクト説明書（和訳）はこちらから

ご連下さい 

 

 

 

 

https://www.zonta.org/images/docs/OurPrograms/InternationalServiceProjects/EndingChildMarriage/Ending-Child-Marriage-Project-Description22-24-Japanese.pdf
https://www.zonta.org/images/docs/OurPrograms/InternationalServiceProjects/EndingChildMarriage/Ending-Child-Marriage-Project-Description22-24-Japanese.pdf
https://www.zonta.org/images/docs/OurPrograms/InternationalServiceProjects/EndingChildMarriage/Ending-Child-Marriage-Project-Description22-24-Japanese.pdf
https://www.zonta.org/images/docs/OurPrograms/InternationalServiceProjects/EndingChildMarriage/Ending-Child-Marriage-Project-Description22-24-Japanese.pdf
https://www.zonta.org/images/docs/OurPrograms/InternationalServiceProjects/PNGandTimorLeste/Her-Health-and-Dignity-Project-Description-Japanese.pdf
https://www.zonta.org/images/docs/OurPrograms/InternationalServiceProjects/PNGandTimorLeste/Her-Health-and-Dignity-Project-Description-Japanese.pdf
https://www.zonta.org/images/docs/OurPrograms/InternationalServiceProjects/PNGandTimorLeste/Her-Health-and-Dignity-Project-Description-Japanese.pdf
https://www.zonta.org/images/docs/OurPrograms/InternationalServiceProjects/PNGandTimorLeste/Her-Health-and-Dignity-Project-Description-Japanese.pdf
https://www.zonta.org/images/docs/OurPrograms/InternationalServiceProjects/PNGandTimorLeste/Her-Health-and-Dignity-Project-Description-Japanese.pdf
https://www.zonta.org/images/docs/OurPrograms/InternationalServiceProjects/EndingChildMarriage/Ending-Child-Marriage-Project-Description22-24-Japanese.pdf
https://www.zonta.org/images/docs/OurPrograms/InternationalServiceProjects/PNGandTimorLeste/Her-Health-and-Dignity-Project-Description-Japanese.pdf


教育プログラムの最新情報 

私たちは、将来のリーダーを育てるために、教育の機会を拡大したい

と考え、この 2年間、教育プログラムを関心を引き付けれるものにし

ました。概要については、2022-2024年の教育プログラムをご覧くだ

さい。 

 

WIT奨学金（Women In Technology Scholarship）に関する最新情報は、8月の国際

ゾンタ理事会後に公開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブが女性と少女を支援する為にどのように奉仕活動をしているかは、地域社会で注

目を集めています。この 2年間、少なくとも 75%のクラブが、地域での奉仕活動や慈善

活動の事例を「Share Your Story」のコーナーで投稿されることを目指しています。あ

なたのストーリーは、ウェブサイトやソーシャルメディアで紹介されるだけでなく、ニュー

スレターやゾンシャン誌、さらにはオーストラリア、ブリスベンで開催される 2024年国際

大会でも紹介されます。 

 

あなた方がどのように世界を変えているのか、下記のリンクのボタンをクリックして活動

を紹介して下さい！ 

 

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eyJzjNmorgNBYv2xJcidX9V1t8Pn499r4B2qN9SgSg3wuz_ULHwsSHoyO1lDW36J7CMkGc6z2vmc5xjmV1FkHVBM5YiclZEj_6X-0tuIVxwdxtJfxdg5SIVqp01jlggl_mW8IQMJ13-3SV4C4V-0SWiYJnztjcagVRhoZGL78_MLDJqmw3N-qY6HQmfMtmotlNaUmSTyJ4H-aQK4AZ-8WU0crLnz4u7xw2uQMvxkcok7INe9d53Hm8GtMZI4fUmiwF_3hybYnIU=&c=KXzI9BajiySoCkP3cFW1ms_TjthP_LfkrS9f_opKM05WCE6vydNa7w==&ch=YwBj517lTHMcemXo-M_T3PsM6gj3IUEgQ0gZJ6j2Le3RbUeutWL9wA==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eyJzjNmorgNBYv2xJcidX9V1t8Pn499r4B2qN9SgSg3wuz_ULHwsSGrcS5hVlXMJ48zNEmRga2MQ-4V77aq9PHDK4pf8XYQ5KJNBgv51h6fOayYsdLCm8L9QQnOmlJc91qCwYJliqtXqmtY6gCePSZ8v5Xl6HVsHTJEncFykZ54qJRGWlY-cAM-fI7nRACs-paURlC0MIqifgQIpCKQhmJFHpkhJ2XF4YtDZQt_lsxjIQvqD9ljGDjJwXCEc_KG_CxhL-L36TlSXsfLq8GGER3C9_5vDFOPrK2CxV3b3De4KHIVeM-d7_5OPRu_ipzpxvZxORgYiNEelS1llRd95S_Kw-DyzqdEmhXgzs0H9pWI=&c=KXzI9BajiySoCkP3cFW1ms_TjthP_LfkrS9f_opKM05WCE6vydNa7w==&ch=YwBj517lTHMcemXo-M_T3PsM6gj3IUEgQ0gZJ6j2Le3RbUeutWL9wA==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eyJzjNmorgNBYv2xJcidX9V1t8Pn499r4B2qN9SgSg3wuz_ULHwsSFLgaL8BbVwopzokMva9LBJwjkc-i-lxXJrYA-k8GfHQ-yho4EZssYM0w6S9y_AOVuwkodBS0_ia3U-onKOxqVGIuMBsoH4LSubGghRiPa2_&c=KXzI9BajiySoCkP3cFW1ms_TjthP_LfkrS9f_opKM05WCE6vydNa7w==&ch=YwBj517lTHMcemXo-M_T3PsM6gj3IUEgQ0gZJ6j2Le3RbUeutWL9wA==


 

 

ゾンシャンの活動 

クラブと会員は、地域社会の女性と少女のために、より良い社会を築く為に大きな歩み

を進めています。以下に紹介されている彼女達の素晴らしい活動をお読みください。 

 

アリートゥス・ゾンタクラブがリトアニア

とウクライナの子どもたちのためのサ

マーキャンプを開催 

この夏、リトアニアのアリートゥス・ゾンタクラブ

は、アリートゥス青少年センターとダンスグルー

プ Tarškutis と協力し、リトアニアとウクライナの

子どもたちに楽しく有意義な時間を過ごしてもら

う為にキャンプを開催しました。 

  

このキャンプを実現するために、クラブはリトアニアの詩人アンタナス・サウリナス氏に

出演を依頼、アリートゥスの住民を招いて資金集めの夕べを開催しました。地元の人た

ちが一丸となり、€2,000（約 27万円）以上の基金が集まり、それはキャンプ参加の交

通費や教育活動の費用に充当されました。  

  

支援を受けたその一人、ウクライナ出身のオリビアちゃん（5歳）です。オリビアちゃんは

母親に連れられて、キャンプで行われた全ての活動やパフォーマンスに参加し、ウクラ

イナの民謡を歌ったり、ウクライナの伝統に親しんだりしました。オリビアちゃんや他の

キャンプ参加者は、楽しくて特別な夏のプログラムを提供してくれたクラブに感謝してい

ました。 

 

 

 

 

 

メルトン Inc と西メルボルン Incゾン

タクラブが洪水で被害を受けた地元

の農家を支援 

オーストラリアのメルトン Inc クラブと西メルボル

ン Incクラブは、このほど Aussie Hay Runners

（地元の農業従事者を支援する団体）を通じて、

寝具、児童書、女性用品を寄贈しました。この寄

 

 

 

 

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eyJzjNmorgNBYv2xJcidX9V1t8Pn499r4B2qN9SgSg3wuz_ULHwsSCi8c7V-UxyyejSccRpUicPITA--itiWFXpF_I5Xrr5BqE83SGquG2W_H1p3lPU6QyMt0PlyPW3X48EDG8SJ8WtlPgPuF53ENY01xWPxibHzVh4Y4mmKCa7kSZbYcYKDRIHZcYPiws52tmU61NquqeTo2PP9Jb8ZGkxdg6zEOEh5dTW4_5gdV9UXhcA4RzzP5LAGX2ilmJWL5Nm2Dw8lwsdRZk6TMyoMngC5xeF49dM3WbchKDBA_z1vMouSU6yodw2v5OleuDhG_trTnnXYwi0=&c=KXzI9BajiySoCkP3cFW1ms_TjthP_LfkrS9f_opKM05WCE6vydNa7w==&ch=YwBj517lTHMcemXo-M_T3PsM6gj3IUEgQ0gZJ6j2Le3RbUeutWL9wA==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eyJzjNmorgNBYv2xJcidX9V1t8Pn499r4B2qN9SgSg3wuz_ULHwsSCi8c7V-UxyyejSccRpUicPITA--itiWFXpF_I5Xrr5BqE83SGquG2W_H1p3lPU6QyMt0PlyPW3X48EDG8SJ8WtlPgPuF53ENY01xWPxibHzVh4Y4mmKCa7kSZbYcYKDRIHZcYPiws52tmU61NquqeTo2PP9Jb8ZGkxdg6zEOEh5dTW4_5gdV9UXhcA4RzzP5LAGX2ilmJWL5Nm2Dw8lwsdRZk6TMyoMngC5xeF49dM3WbchKDBA_z1vMouSU6yodw2v5OleuDhG_trTnnXYwi0=&c=KXzI9BajiySoCkP3cFW1ms_TjthP_LfkrS9f_opKM05WCE6vydNa7w==&ch=YwBj517lTHMcemXo-M_T3PsM6gj3IUEgQ0gZJ6j2Le3RbUeutWL9wA==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eyJzjNmorgNBYv2xJcidX9V1t8Pn499r4B2qN9SgSg3wuz_ULHwsSCi8c7V-UxyyejSccRpUicPITA--itiWFXpF_I5Xrr5BqE83SGquG2W_H1p3lPU6QyMt0PlyPW3X48EDG8SJ8WtlPgPuF53ENY01xWPxibHzVh4Y4mmKCa7kSZbYcYKDRIHZcYPiws52tmU61NquqeTo2PP9Jb8ZGkxdg6zEOEh5dTW4_5gdV9UXhcA4RzzP5LAGX2ilmJWL5Nm2Dw8lwsdRZk6TMyoMngC5xeF49dM3WbchKDBA_z1vMouSU6yodw2v5OleuDhG_trTnnXYwi0=&c=KXzI9BajiySoCkP3cFW1ms_TjthP_LfkrS9f_opKM05WCE6vydNa7w==&ch=YwBj517lTHMcemXo-M_T3PsM6gj3IUEgQ0gZJ6j2Le3RbUeutWL9wA==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eyJzjNmorgNBYv2xJcidX9V1t8Pn499r4B2qN9SgSg3wuz_ULHwsSCi8c7V-UxyyK55DgaFbVclGf91yBNSzVKkG578bSh1VR3O0qj0G10xAfawUM6I4R2QMKDqUtzMb4qZhtLtJyCYN1Vy7rj-hkc8RCGf0gF1ot4RcLFw6YQD7-NcTomjtPY5M43CEluNNAbeqwsXWRDW2lDahtg-giGl2w9-ZGI3EHzIdzbKcK4lvBAEEVw0aQwkdUk4kTrjFqnrq1Likt0lNd6nOwaHArsl5Ga1axbEEB0Y4uoIVlsgFO4Iao5ty15fR17T_9Ec1&c=KXzI9BajiySoCkP3cFW1ms_TjthP_LfkrS9f_opKM05WCE6vydNa7w==&ch=YwBj517lTHMcemXo-M_T3PsM6gj3IUEgQ0gZJ6j2Le3RbUeutWL9wA==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eyJzjNmorgNBYv2xJcidX9V1t8Pn499r4B2qN9SgSg3wuz_ULHwsSCi8c7V-UxyyK55DgaFbVclGf91yBNSzVKkG578bSh1VR3O0qj0G10xAfawUM6I4R2QMKDqUtzMb4qZhtLtJyCYN1Vy7rj-hkc8RCGf0gF1ot4RcLFw6YQD7-NcTomjtPY5M43CEluNNAbeqwsXWRDW2lDahtg-giGl2w9-ZGI3EHzIdzbKcK4lvBAEEVw0aQwkdUk4kTrjFqnrq1Likt0lNd6nOwaHArsl5Ga1axbEEB0Y4uoIVlsgFO4Iao5ty15fR17T_9Ec1&c=KXzI9BajiySoCkP3cFW1ms_TjthP_LfkrS9f_opKM05WCE6vydNa7w==&ch=YwBj517lTHMcemXo-M_T3PsM6gj3IUEgQ0gZJ6j2Le3RbUeutWL9wA==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eyJzjNmorgNBYv2xJcidX9V1t8Pn499r4B2qN9SgSg3wuz_ULHwsSCi8c7V-UxyyK55DgaFbVclGf91yBNSzVKkG578bSh1VR3O0qj0G10xAfawUM6I4R2QMKDqUtzMb4qZhtLtJyCYN1Vy7rj-hkc8RCGf0gF1ot4RcLFw6YQD7-NcTomjtPY5M43CEluNNAbeqwsXWRDW2lDahtg-giGl2w9-ZGI3EHzIdzbKcK4lvBAEEVw0aQwkdUk4kTrjFqnrq1Likt0lNd6nOwaHArsl5Ga1axbEEB0Y4uoIVlsgFO4Iao5ty15fR17T_9Ec1&c=KXzI9BajiySoCkP3cFW1ms_TjthP_LfkrS9f_opKM05WCE6vydNa7w==&ch=YwBj517lTHMcemXo-M_T3PsM6gj3IUEgQ0gZJ6j2Le3RbUeutWL9wA==


付は、今年初めにニューサウスウェールズ州北部で起きた未曾有の大洪水で被災した

地元の生産者や農家を支援するために行われたものです。 

 

物資の運搬に関わったゾンシャンのビアンカ・ヒ―ニーさんは「洪水の被害を目の当た

りにしてとても悲しいことでしたが、慰問に訪れた男性がとても感激され、物資を大変喜

ばれました。」と述べていました。 

 

 

 

 

 

12地区のデンバー・ゾンタクラブ（米国）の皆様、今月は創立 95周年を迎えられ、おめ

でとうございます。 

  

8月に節目の記念日を迎える他のクラブについては、ゾンタニュースをご覧ください。 

 

 

 

サラ・ダイアナ・ファラジのパワフルなストーリーの

動画をご覧ください 

 

 

 

7月の「素晴らしい女性」シリーズのゲストは、2022-2024年ヤ

ングタレント国際委員会委員長のサラ・ダイアナ・ファラジさんを

ご紹介します。現在、クイーンズランド大学で政治学を学び、フ

レーザー・コースト青年諮問委員会の青年市長を務めていま

す。 

オンデマンドでご覧ください。 

 

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eyJzjNmorgNBYv2xJcidX9V1t8Pn499r4B2qN9SgSg3wuz_ULHwsSHoyO1lDW36Ji4uKtZjeumx0eMZoTHp7yeqfbMU7x1Bqzoc0Kf8XiAeJoIgxuNoVMd4wTUzcl8PTiYg1cnXduWYIXSe1-LmMlNTdMRqDIG6Y0o1VcEs6fPPvijnMi2liSbIWamfd83w5IgontUK4i8NHO9STWhJhEzQj7XXlFiD5G5cSFQTi04Vj84EfGOj0sJLCfCPUYfmw43_8PsTSVESclrNHS_CO7A==&c=KXzI9BajiySoCkP3cFW1ms_TjthP_LfkrS9f_opKM05WCE6vydNa7w==&ch=YwBj517lTHMcemXo-M_T3PsM6gj3IUEgQ0gZJ6j2Le3RbUeutWL9wA==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eyJzjNmorgNBYv2xJcidX9V1t8Pn499r4B2qN9SgSg3wuz_ULHwsSHoyO1lDW36JUB0bDY0nHy9flknhBoHrCsOcU1W7El-tCoGS08EtzYmRjj78igmf2WVqdNXOC3ChXnbj1RQnWfKeETyryAoH3g==&c=KXzI9BajiySoCkP3cFW1ms_TjthP_LfkrS9f_opKM05WCE6vydNa7w==&ch=YwBj517lTHMcemXo-M_T3PsM6gj3IUEgQ0gZJ6j2Le3RbUeutWL9wA==


 

 

 

 

                      新クラブ誕生 

ソウル VIIIゾンタクラブ 

韓国 32地区 

2022年 6月に認証されました。 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 
 
 

      

 

国際翻訳委員 矢﨑 和喜子 

国際翻訳委員 西川 ひろこ 


