
 

No.11（2018年 2月・3月） 2018.04.1 
 小鳥の音色に真新しいランドセル！ いつの間にか春陽の季節を迎えています。 
各クラブでは種々趣向を込めたローズデーを開催された事と存じますが、ゾンシャン諸姉に
は一時の休む間もなくエリアミーティングや横浜国際大会への参加を控えて心忙しい毎日を
過ごされていることと推察致します。又、新年度の行事の多い季節でもありますので、体調
に気を付けて心身共に健やかな笑顔でお目にかかれる事を楽しみに致しております。 
 
                   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      
２月１日：２月理事会：２月例会打合せ・イベント審議等（どりむ社） 
２月１５日：例会 イベント審議・他クラブ等案内・指名委員選出（選挙） 

          “なんでも楽器に”足立晃一郎さん   リーガロイヤルホテル大阪 
３月１日：３月理事会：イベント最終打合せ（どりむ社） 
３月８日：イベント“ゾンタローズデーチャリテイ講演会 講師：竹田恒康氏 

           於：ホテルニューオオタニ大谷 
              盛況裡に終了 ご参加有難うございました 
      イベント後 例会；イベント反省会 
         指名委員会報告。次期役員選出・承認 
            会長：大西治代  副会長兼通信書記：福味真樹子紅 
            会計：田中恵美（留任） 記録書記：高木ひろ子 
            理事：行岡陽子・中務和美 監査：早川住江（留任）・永井隆子 

   

［京都Ⅰゾンタクラブ］    会長：木村純香   現会員数：14名     
2月例会 ２月 13日（火）12時～14時 30分 ザ・パレスサイドホテル 参加 9名 

     チャリティーバザーについて、横浜国際大会登録など 
3月例会 3月 13日（火）12時～14時 30分 ザ・パレスサイドホテル 参加 11名 

     ローズディイベント 講演「京都府男女共同参画の現状」 
       京都府府民生活部男女共同参画課 参画監 足立阿季子氏 
    ※「高校生のためのフューチャーフォーラム」への寄付に対し、京都府より感謝状を頂戴しました。

男女共同参画課より田尻篤子課長も来訪。 
老人施設静原寮奉仕 3月 14日（水）14時～15時 

    ぼた餅とお抹茶を持参、カラオケも使ってお歌の会。ぼた餅、人気でした。 
他の餅類よりも喉の通りが良いのか、スタッフの方にも好評だったように感じられました。  

［京都Ⅱゾンタクラブ］    会長：宮下英子   現会員数：42名     
２月 13日(火) 2月例会 京都ホテルオオクラ３F 13 :00〜 

         奨学生 木村英莉子氏 ドイツ留学報告 
2月 17日(土) 鳴門ゾンタクラブ創立 40周年記念式典• 祝賀会 出席 
2月 28日(水) 理事会 
3月 3日(土) 三重ゾンタクラブ認証状伝達式 出席 
3月 12日(月) ３月例会 京都ホテルオオクラ３F 13 :00〜 

        『京都Ⅱ ローズデーイベント』として 
          2018年度奨学生 決定 つばさ園 きらきら園 寄付金贈呈 
          読売光と愛の事業団 NPO子どもセンターののさん 寄付金贈呈 
          京都市動物園 ベビーカー３台 贈呈 
        他クラブのローズデーイベント参加 
3月 27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     
2月 17日  鳴門ゾンタクラブ 40周年記念式典    2名  ルネサンスリゾート 

21日  例会・新年会・クラブ内オークション  16名      伊呂波 
3月  4日  嶺南ゾンタクラブチャリティー     13名 

    ３日  三重ゾンタクラブ認証状伝達式     ２名  四日市都ホテル 
    8日  金沢ゾンタローズディー         1名  石川迎賓館 
    8日  大阪Ⅰゾンタローズディー         1名  ホテルニューオータニ 

14日  指名委員会               6名  教育センター 
    18日  東京Ⅱｿﾞﾝﾀｸﾗﾌﾞ  ｺﾝｻｰﾄ･ﾋﾞﾝｺﾞｹﾞｰﾑ    1名  京王プラザホテル 
    22日  例  会  
    24日  京都雅ゾンタクラブローズディー        1名  ウエスティン京都 

25日  クラブローズディ講演                 国際交流会館 

   

［奈良ゾンタクラブ］     会長：畭 真夕美   現会員数：43名     
★ ２月理事会 ２月６日 （火） 17 :30～ 

    ： 2月例会内容について 
   ： 次期役員選出の件 
   ： ローズデーについて 
   ： 新入会員セレモニー 
   ： G/Zアンケート結果報告 
★ 2月例会  2月 20日（火）17 :30～ 出席 34名 
 ※ 報告事項各委員会報告  奉仕委員会・G/Z・世界大会委員会 
※ 指名委員会報告 2018年～2019年度役員指名 承認 
※ グループ討議  4グループ構成にて 

：委員会構成  : 世界大会登録費の件 
※ 新入会員入会セレモニー   

     ：入会会員 菊岡 沙樹姉（G/Z卒業生） 
      ※ バースデープレゼント・ニコニコ報告  
★ 3月拡大理事会 3月 1日（火）18 :00 

2月グループ討議集約 他          
★3 月理事会 3月 6日(火) 18 :00  

： 3月チャーターナイト例会内容について 
グループ討議・新入会員 入会セレモニー   英語タイム 他  

★ 3月チャーターナイト例会 3月 20日（火）18 :00～ 出席者 37名 
※ 報告事項 

 ：各委員会報告     ：英語レッスンタイム 
※ グループ討議   

：チャリティーイベントのあり方について 
※ チャーターメンバー(9名)への質問 

   ※ 新入会員入会セレモニー  
：入会会員  山口 明日香姉（G/Z 卒業生） 

※ ﾊﾞｰｽﾃﾞｰﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ・ﾆｺﾆｺ報告（例プロ委員会のお雛祭りの楽しい企画で呈茶をいただきました） 

［京都雅ゾンタクラブ］    会長：西村寛子    現会員数：10名      
2月 21日（水） 通常例会 
場所：ウエスティン都ホテル 
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  クレデンシャルデスク担当者選出 

3月 14日（水） 通常例会 及び ローズデイ打ち合わせ委員会   
場所：ウエスティン都ホテル  
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 ローズディイベントについて 
      国際大会について(ゾンタショップ他) 
      クレデンシャルデスク担当者再検討 

［大阪Ⅱゾンタクラブ］    会長：笠置伸子    現会員数：24名     
第２６６回例会２月８日（木）チャリティーイベント vol.23  に向けての準備 

申し込み・入金状況の把握、当日役割分担の確認、座席決めなど。 
その他、横浜国際大会の申し込み状況 

第４回エリアミーティング実行委員会 ３月１５日 リーガロイヤルホテル「吉兆」     
銭太鼓練習及び広報誌発送準備作業 ３月１８日（日） 
第２６７回例会３月８日（木）ゾンタローズデー 

・チャリティーイベントの収支報告 ・次期役員発表 ・国際ゾンタ会計についてのレクチャー 
第５回エリアミーティング実行委員会３月２９日（木）リーガロイヤルホテル「吉兆 

［和歌山ゾンタクラブ］    会長：内田宮子    現会員数：13名     
2月例会 2月 18日（日） 
・世界大会の登録状況の把握 
・ローズデー：参加者の人数把握・準備および役割の確認・会場への下見とうち合わせ（3月 24日に） 
・エリアミーティング（5月 27日）でのプレゼンテーションの提案 



 

【エリア３ クラブイベント】 

3月 17日 (土) ローズデーイベントとして国際交流チャリティーパーティーをホテル・アゴラリージェ
ンシー堺で開催。（アメリカ・ネパール・べトナム・韓国・中国出身のゲストとの交流、約 50名の参加）
（羽衣国際大学ベトナム人留学生フェンさんによるベトナム舞踊の披露） 

          

［大津ゾンタクラブ］     会長：岡本曜子    現会員数：32名     
2月 1日 理事会 13 :00～ 琵琶湖ホテル 横浜大会登録について 
2月 8日 例会  13 :30～ 琵琶湖ホテル 横浜大会登録、出欠確認 ローズデー講演会について  
3月 1日 理事会 13 :00～ 琵琶湖ホテル ローズデー講演会の打ち合わせ 
3月 15日 例会  13 :00～例会 琵琶湖ホテル 

14 :00～ローズデー講演会 
      『ビルマにおけるイスラム問題』を語る 大津典子先生 
      「ビルマ チン州における水力発電を」の現状と報告 大津定美先生 
       今年度も引き続きビルマ水力発電のために寄付贈呈 
      ヴァイオリンミニコンサート Vn玉井洋子会員・Pf伊藤良子さま  
      多数のご来場ありがとうございました。 
3月 28日 臨時例会 14 :00～ 次期役員理事選出 

［奈良万葉ゾンタクラブ］   会長：坂井田 都   現会員数：23名    
2月７日 （水） ２月理事会 ８名出席 
2月 9日 （金） ３月ローズデーの準備会 ７名出席 橿原市公民館研修室 
2月 17日（土） ２月例会 １１名出席 橿原観光ホテル 
2月 21日（水） ３月ローズデーの準備会 11名出席 三橋姉事務所 
3月 3日 （土） 三重ゾンタクラブ「国際ゾンタ加盟認証状伝達式及び祝賀会」出席２名 

          四日市都ホテル 
3月 8日 （木） 大阪Ⅰゾンタクラブ チャリティー講演会に出席２名 

          ホテルニューオータニ大阪 
3月 9日 （金） ３月理事会 橿原観光ホテル ６名出席 
3月 14日（水） ３月ローズデーの準備会 １０名出席 三橋姉事務所 
3月 17日（土） ローズデーイベント イオンモール橿原の 1階でローズデーの啓発活動を行う 

 （ゾンタリーフレット、アクリルタワシを配る）  

       

3月 17日（土） ３月例会 橿原観光ホテル １０名出席 
3月 27日（火） 臨時例会 橿原観光ホテル 

［金沢ゾンタクラブ］     会長：桐畑真智子   現会員数：38名     
2/21 通常例会  
〃  指名委員会開催 

2/22 日本女性会議 分科部会に参加 
3/2  福井嶺南ゾンタクラブ チャリティーイベントに参加 
3/3  三重ゾンタクラブ 認証状伝達式に参加 
3/8  ローズデーイベント＠しいのき迎賓館にて 参加者 68名 
3/13 日本女性会議 分科部会に参加 
3/19 日本女性会議 式典部会に参加 
3/24 京都雅ゾンタクラブ ローズデーイベントに参加 
3/25 福井ゾンタクラブ ローズデーイベントに参加 
3/28 日本女性会議 実行委員会に参加 

［福井嶺南ゾンタクラブ］   会長：松本律子    現会員数：16名     
今年は１月、２月と豪雪の中、湊谷委員長はじめメンバーは、３月２日の「ふぐで福いっぱいチャリティ
ーイベント」に向けて準備・打ち合わせに毎週集まり、各持ち回り確認等、慌ただしい月でした。イベン
ト当日は平日にもかかわらず、遠方は仙台を初め、大阪・大津・福井・金沢各ゾンタクラブの方々、県・
市議会議員ほか多数の方々にご参加頂きました。 

   

３月１７日 イベント反省会・慰労会 
山内会員（福岡県転居）送別会 



【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（or紅茶）＆菓子） 

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

    詳細決まり次第ご案内させていただきます。 

【金沢ゾンタクラブ】 
6/20 総会開催 

 

【エリア３ クラブトピックス】 

☆大阪Ⅰゾンタクラブ☆ 
３月１５日：毎日新聞社会事業団 訪問（会長 行岡・実行委員長 税所） 
３月１７日毎日新聞大阪市内版に記事掲載 

☆奈良ゾンタクラブ☆ 
※ ローズデー 

    3月 8日（木）11 :00～ 近鉄学園前北口  
      街頭啓発＆環境にやさしいアクリルたわし配布  参加者 13名              
※ 「女性の健康とワークライフバランス」講座開催 

：３月１０日(土) 奈良大学 講義棟 C102教室 
「シンポジュウム＆健康講座」 

 

 

 

 

☆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：ウェスティン都ホテル 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☆ 
２月２５日（日）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  開催 
和やかな雰囲気の中、ハートフルな音楽を楽しんでいただきました。有難うございました。 

☆和歌山ゾンタクラブ☆ 
・大阪Ⅰゾンタクラブ チャリティー講演会 2名参加 
・名古屋 SORAゾンタクラブ チャリティービンゴパーティー 4名参加 
・京都雅ゾンタクラブ ローズデーイベント 1名参加 

☆金沢ゾンタクラブ☆ 
赤澤純代会員が４月 1日ＰＭ９〜10時のＮＨＫスペシャルに出演 
（仮タイトル：ゴースト血管が危ない 若さと健康をむしばむ毛細血管の衰え） 

 

【エリア３ クラブ会員状況】 

奈良ゾンタクラブ 

新入会員：菊岡 沙樹・・・奈良大学 G/Z卒業 会社員  2月入会 
      山口 明日香・・  〃       〃   3月入会 

福井嶺南ゾンタクラブ 

退会会員：３月３１日  山内 真紀 

 


