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 八重咲きの寒椿が濃い紅色の花を咲かせています。寒椿は 1枚 1枚の花びらをはらはらと
落とす寒い冬にも負けない、けなげに咲く愛嬌のある花とされています。今年は寒さの厳し
い冬でありますが、ゾンシャン諸姉はその活躍を源にして、来たる春と永遠の平和に向かっ
て勤しんでおられる事と存じます。エリアミーティングを控え、国際大会に焦点を合わせて
邁進される皆様、多用な 2018年を迎えた今、充分に自分愛を忘れないようにご活躍願います。 
 
                   エリア３エリアディレクター 澤井早和乃 
 

【エリア３ クラブ活動報告】 

［大阪Ⅰゾンタクラブ］    会長：行岡陽子   現会員数：24名      
１２月７日：１２月例会打合せ・イベント打合せその他（どりむ社） 
１２月２１日：１２月例会（リーガロイヤルホテル大阪）出席者：１４名 

  国際大会出席関係・企画委員会報告（イベント関係）その他報告 
  会内クリスマスイベント：サイレントオークション・皆で歌おう 
１月１１日：理事会：１月例会・イベント関係（チラシ検討）打合せ（どりむ社） 
１月１８日：１月例会（ロイヤルホテル大阪 レストラン レモネ 

  正月例会：報告その他事項   “アメリアイヤハートデー”にちなんで 行岡陽 

［京都Ⅰゾンタクラブ］    会長：木村純香   現会員数：14名     
12月 19日（火）12時～12月例会 於：ザ・パレスサイドホテル 2階 出席 9名 
1月 17日（木）17時～ １月例会  

         18時～ 合同新年会 於：京都ホテルオークラ「暁雲」 

［京都Ⅱゾンタクラブ］    会長：宮下英子   現会員数：42名     
12月 13日(水) 12月例会 京都ロイヤルホテル＆スパ２F 11 :00〜 

         アメリアイアハートデー記念講演会 講師 三橋功治氏 
         『開発途上国での航空気象について』 
         雅•大津ゾンタクラブより４名参加（感謝） 
         アウンジャへ寄付金贈呈(¥100,000) 
12月 23日(土) 大津ゾンタクラブクリスマスバザー&パーティー 多数参加 
12月 26日(火) 理事会 
1月 18日(水) 1月例会 合同新年会 京都ホテルオークラ 17 :00〜 

         京都Ⅰ 京都Ⅱ 雅 大津クラブ合同 （京都Ⅱホストクラブ） 
1月 30日(火) 理事会 

     

［福井ゾンタクラブ］     会長：前川百合子   現会員数：19名     
29年 12月 1日  金沢ゾンタクラブチャリティーパーティ参加        ８名 

      5日  福井ゾンタクラブ   々     開催 
    20日  例   会    

23日  大津ゾンタクラブクリスマスパーティー参加        2名 
30年 1月 17日  例   会 

     

   27日  ふくい女性財団新年のつどい 2名                                                      



［奈良ゾンタクラブ］     会長：畭 真夕美   現会員数：41名     
☆ １２月理事会  12月 5日（火）18 ;00～ 

    ：１２月例会内容 
    ：ゾンタ賞候補者選考  
    ：国際ゾンタ１００周年寄付金キャンペーンについて 

★ １２月例会  12月 19日(火) 17 ;30～  出席者 30 名 
※  報告事項 ： 理事会報告 

      ： 各常任委員会報告 
      ： 会計中間報告 
      ： その他 

※  GZクラブよりアンケート調査報告 
      ：ワークライフバランスについて 

※  世界大会に向けての英語研修・・・・西川ひろこ姉 
※  バースデープレゼント・ニコニコ報告 
※  連絡事項 

 ☆ 1月理事会  1月 9日（火）18 :00～ 
    ： アメリアイアハート例会内容について 
    ： 新年お楽しみ会について 
    ： 世界大会登録費について 
    ： その他 

★ 1月アメリアイアハート例会 1月 16日（火）17 :30～ 出席者 35名 
※  アメリアイアハート記念講演 

  演題 奈良を支える「食」と「濃」 
  講師 奈良県立 なら食と農の魅力創造国際大学  
          参与  角山 美穂氏 

※ 報告事項 ： 理事会報告  
： 各委員会報告 
:   世界大会登録他 
： 他 

※ 新年お楽しみ会  委員会対抗福笑い 
※ バースデープレゼント・ニコニコ報告 

   

［京都雅ゾンタクラブ］    会長：西村寛子    現会員数：10名      
12月 18日（月） 忘年移動例会 
場所：膳處漢ぽっちり  時間：18:00～ （理事会・例会） 
・報告事項 他クラブイベント参加者報告  ・協議事項  国際大会出席者の確認      

1月 17日（月）新年 4クラブ合同例会      
場所：京都ホテルオークラ  時間：18:00～(17:00～18 :00 単ｸﾗﾌﾞ理事会・例会)             
・報告事項 他ｸﾗﾌﾞｲﾍﾞﾝﾄ参加者報告・協議事項 ﾛｰｽﾞﾃﾞｰｲﾍﾞﾝﾄについて-内容他 

 

［大阪Ⅱゾンタクラブ］    会長：笠置伸子    現会員数：24名     
2017年 12月 14日（木）第２６４回例会 
場所 料亭「花外楼」本店 
①第１回エリアミーティング実行委員会の報告 ②横浜国際大会の登録方法の説明 
③２/２５チャリティーイベントの申し込み・入金状況報告 ➃施設訪問報告 
2018年 1月 11日（木）第２６５回例会 
場所 リーガロイヤルホテル「ベラコスタ」 
①アメリアエアハート月間に寄せて、その業績と生涯を学んだ。 
②第 2回エリアミーティング実行委員会の報告  
③2月チャリティーイベントの参加状況と席順について 

［和歌山ゾンタクラブ］    会長：内田宮子    現会員数：13名     
2017年 12月例会＆忘年会 12月 16日（土） 
・世界大会について：スケジュール、登録等の説明 
・ローズデーについて：3月 17日（土）に「国際交流パーティー」を開催することに決定。イベント
案内に詳細を記載。 
2018年 1月例会＆新年会 1月 20日（土） 
・世界大会について：登録状況の報告 
・ローズデーについて：「国際交流パーティー」の詳細を検討 



【エリア３ クラブイベント】 

【大阪Ⅰゾンタクラブ】 
３月８日“チャリテイ講演会” 開場：１３：００ 開演：１３：３０ 

講師：竹田 恒泰氏（作家 明治天皇玄孫） 
    タイトル：“日本を楽しく識る”～古事記に学ぶ日本の心と未来～ 
    会場：ホテルニューオオタニ大阪 

【京都Ⅰゾンタクラブ】 
5月 22日（火）13：30～15 :30 
チャーター記念例会 「ミリキタニの猫《特別篇》」映画上映会 
於：ザ・パレスサイドホテル 2階（烏丸下立売上る☎075-415-8887） 
会費：1,500円（チケット代+コーヒー＆菓子） 申込締切 5月 14日（月） 

【京都Ⅱゾンタクラブ】 
４月 18日(水) 第 35回チャリティー園遊会 今熊野観音寺(泉涌寺山内) 11 :00〜 

         皆様のご参加お待ちいたしております。 

【京都雅ゾンタクラブ】 
3月 24日（月）ローズディイベント 『朗読会☆松尾翠－えんとつ町のプペル－』 
場所：ウエスティン都ホテル 西館 山城の間 
時間：14:00～  
会費：3000円（お茶・ケーキセットつき） 

【大阪Ⅱゾンタクラブ】 
大阪Ⅱゾンタクラブ チャリティーイベント vol.23 
ときめきハーモニー   愛の木管五重奏の調べ 

日時  平成 30年 2月 25日（日） 
開場 １１；００  お食事 １１；１５～１２；１５ コンサート １２；３０～１３；３０ 
ﾎﾙﾝ、ｵｰﾎﾞｴ、ﾌｧｺﾞｯﾄ、ﾌﾙｰﾄ、ｸﾗﾘﾈｯﾄによるハートフルな演奏で午後のひと時をお楽しみください。 

【和歌山ゾンタクラブ】 
ローズデーイベント：「国際交流パーティー」を開催。 
日時：平成 30年 3月 17日（土） 午後 2時～4時 
場所：ホテル・アゴラリージェンシー堺（元リーガロイヤルホテル堺）１F フォースル 
アクセス：南海本線「堺駅」西出口に直結 徒歩 3分 
参加費：日本人 2,500円  日本人学生 1,500円  外国人 1,000円 
申し込み先：080-5701－5346（会長内田）/ 090-3052-0144（実行委員長湯田） 

  申し込み締め切り：2月 28日（水） 

【大津ゾンタクラブ】 
11月 3日（土）大津ゾンタクラブ 20周年式典 琵琶湖ホテル 

  ＊詳細決まりましたらご案内させていただきます。 

［大津ゾンタクラブ］     会長：岡本曜子    現会員数：32名     
12月 7日 理事会 琵琶湖ホテル      イベントについての確認 
12月 14日 例会 琵琶湖ホテル  

 12月 23日クリスマスパーティー&バザーの値付けなど準備 
12月 23日 第 18回大津ゾンタクラブチャリティークリスマスバザー＆パーティ 

      琵琶湖ホテル 多数のご来場ありがとうございます。 
12月 27日 清算会、反省会、打上げ 
1月 17日 四クラブ合同新年例会 京都ホテルオークラ 出席 13名 

［奈良万葉ゾンタクラブ］   会長：坂井田 都   現会員数：23名    
12月 5日(火) 奈良 ZCのチャリティーイベント ホテル日航奈良に参加 
12月 16日(土) ｸﾘｽﾏｽ例会をラウンジモンクール（会員の三橋姉のお店）で開催する 出席１３名 
12月 23日(土) 大津 ZCのチャリティークリスマスバザー＆パーティーに参加 
1月 7日(日) ３月ローズデー実行委員会を開く 
1月 10日(水) １月理事会 ８名出席 橿原観光ホテル 
1月 20日(土) １月新年例会 短歌を発表（小西姉の指導による）１２名出席  

          橿原観光ホテル 
1月 23日(火) 社会福祉法人「橿原園」喫茶ボランティア ３名出席 

［金沢ゾンタクラブ］     会長：桐畑真智子   現会員数：38名     
12/1 金沢ゾンタクラブ・チャリティーパーティー開催 
12/5 福井ゾンタクラブ・クリスマスパーテイー参加 
12/8 日本女性会議 IN金沢 分科会部会 
1/9  日本女性会議 IN金沢 式典部会 
1/11 日本女性会議 IN金沢 分科会部会 
1/16 拝賀例会（神社参拝・知事公舎挨拶・新年会） 
1/28  横浜大会コンベンション委員会 in東京に出席 
1/31 日本女性会議 IN金沢 式典部会 

［福井嶺南ゾンタクラブ］   会長：松本律子    現会員数：17名     
明けましておめでとうございます。今年もどうぞ宜しくお願い致します。 

 1月 10日（水）12時～ 
昨年から 1人 1品、炊き込みご飯・お煮〆・出し巻き玉子・金時豆煮・ケーキ・シュークリーム・水よ
うかん・みかん・お菓子等、持ち寄りまして新年例会を楽しく行いました。 
・3月イベントについて ・横浜国際大会に参加について ・その他 



【奈良万葉ゾンタクラブ】 
3月 17日(土)ローズデーに橿原イオンモールアルルで黄色いバラのアクリルタワシを配り啓蒙活動をする 

【金沢ゾンタクラブ】 
3/  ローズデーのイベント予定 
4/  バザーの予定 

【福井嶺南ゾンタクラブ】 
3月 2日（金）10時 30分～ ふぐで福いっぱいチャリティーを開催致します。 

【エリア３ クラブトピックス】 

☆奈良ゾンタクラブ☆ 
★ チャリティーコンサート 12月 5日 ホテル日航奈良 

： SAYS NO キャンペーン  
★  かかしの会餅つき大会支援  12月 28日 4名・G/Z 2名・・・・参加 
★  第 32回ふれあい宣言マラソン・・・・支援 

      

☆京都雅ゾンタクラブ☆ 
Zonta International December 2017 e-Newsletterにて記載される 
26地区は 7クラブが会員増強を成功させた。 
「函館、松本、京都雅、大津、奈良、福井、福岡」 
京都雅の西村会長は、会員増強は困難ではあるが、会員増強を成功させるためにイベント開催の折には努め
てゾンタ 
活動を広報し、常に会員が魅力的である事を推奨している。 

 

☆大阪Ⅱゾンタクラブ☆ 
2017年 12月 1日（金）児童養護施設「かざぐるま｝訪問 
ハンドベル、銭太鼓で施設の子供たちと交流する。 
2017年 12月 21日（木）澤井ＡＤをお迎えして 5月のエリアミーティングの打ち合わせ 
2018年 1月 18日（木）澤井ＡＤ、基調講演の正井禮子氏をお迎えして打ち合わせ。 
2018年 1月 21日（日）次回施設訪問のため、銭太鼓練習 

☆大津ゾンタクラブ☆ 
大津ゾンタクラブ黄瀬桃子会員の『亀屋廣房』の看板が大津市景観重要広告物に指定されました。 

☆奈良万葉ゾンタクラブ☆ 
12月 22日(金) アシストひまわりディサービスセンターへ施設訪問 

         通所者の皆様と一緒に湯呑茶碗の制作（河合姉指導） 
         廣田姉によるフラダンスの披露となごやかな時間を過ごしました 

     

【エリア３ クラブ会員状況】 

京都Ⅰゾンタクラブ 

退会会員：舩越和香 (体調不良により 12月で退会） 

福井ゾンタクラブ 

退会会員：29年 11月 30日  田賀真優美 
30年 1月 15日   石村晃子 
30年 1月 20日   大谷由利 

京都雅ゾンタクラブ 

退会会員：宮田程子（体調不良の為） 

和歌山ゾンタクラブ 

新入会員：武知 薫子 （近畿大学医学部 講師） 

金沢ゾンタクラブ 

退会会員：渡辺正人→2018.12.1 
新入会員：田賀真優美→2018.12.1（移籍入会） 

 


