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 新しい年の寿ぎも過ぎ，皆様にはお健やかで有られる事と存じます。 
“舞う雪に 彼方を思い みえかくれ”吹雪く景色に街路地までもが白い絨毯にかわり、春を待つ福
寿草のけなげな姿が顔を出していました。今年こそは少しばかり緩やかな時の流れに身を置きたいと
願った事であります。今、2 月を迎え押し寄せる行事の数々に、思いを払拭させ、気を引き締めて更な
る皆様のお力をおかりしながらゾンタ活動に邁進致す所存であります。どうぞ本年も宜しくお願い申
し挙げます。 
                        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 1日  理事会（12月例会について・11月移動例会の会計報告 その他） 
12月 15日 例会（サイレントオークション・クリスマスソング他） 

       国際大会関連・他クラブイベント案内等  
1月 12日  理事会（1月合同例会について その他報告・審議事項） 
1月 19日  大阪Ⅰ・大阪Ⅱ合同例会 ホテルニューオータニ花外楼 

          講演「日本絵画を読み解く」講師：京都嵯峨芸術大学教授 佐々木正子氏 

［京都Ⅰゾンタクラブ］    会長：木村純香   現会員数：16名     
12月 6日(火） 女性活躍サミット 2016 in 京都 3名参加 
12月 10日(土）大津ゾンタクラブ チャリティークリスマスバザー&パーティー 5名参加 
12月 20日(火）12月例会 バザーの会計報告、反省他 於：京都ロイヤルホテル＆スパ 
1月 18日(水） 17時～ 例会 本年の活動について 於：京都ホテルオークラ 

          18時～ 合同新年懇親会 於：京都ホテルオークラ「曲水」 
        ソプラノ独唱、お楽しみ抽選会、寿獅子、六斎念佛 

［京都Ⅱゾンタクラブ］    会長：宮下英子   現会員数：42名     
12月 14日(月) 12月例会 ロイヤルホテル＆スパ 13 :00〜 

         アメリアイアハートデー講演会 多屋淑子氏(日本女子大学教授) 
         演題『宇宙船内服開発と地上生活への応用』 
         雅クラブ３名 大津クラブ会員３名参加 
         AD澤井早和乃様 クラブ訪問 
12月 27日(火) 理事会 

  1月 18日(水) 移動例会 京都ホテルオークラ 曲水の間 17 :00〜 
         ４クラブ合同新年会 （京都Ⅰクラブ担当） 
 1月 24日(火) 理事会 

［福井ゾンタクラブ］     会長：前川百合子   現会員数：23名     
12月 1日  金沢ゾンタクラブチャリティーパーティ        9名 参加 

 12月 2日  福井市ふれ愛園ゾンタ文庫（寄贈先）見学       8名 々 
 12月 7日  福井ゾンタクラブ第 30回チャリティーパーティ  グランユァーズ 
12月 10日  大津ゾンタクラブチャリティーパーティ        ２名 
12月 12日  理事会  オフイス・あおい  

 12月 21日  例会（チャリティーパーティの反省・報告・その他） 
12月 29日・1月 10日  理事会  グリル葵 

 1月 18日  例会・新年会・クラブ内オークション  サニーサイド  
1月 27日  奈良ゾンタクラブ （チャリティーイベント）     6名 参加 

 1月 28日  アドボカシー・奉仕合同委員会 （京都に於いて）   3名 参加 

 



［奈良ゾンタクラブ］     会長：畭 真夕美   現会員数：44名    
☆ 理事会    12月 6日 （火） 
★ 12月例会・・・12月 20日（火） 17 :30 ～ ホテル日航奈良 36名出席 

    ※ 会計中間報告（ 一般・奉仕 ） 
    ※ 常任委員会報告 
     ＊ ＳＥＹＳ ＮＯ勉強会 12月 8日 24名参加 
     ＊ 犯罪被害者支援 奈良県民の集い 12月 1日 12名参加 
     ＊ 留学生スピーチコンテスト 12月 1日 3名参加 
     ＊ 現代短歌を考える会（奈良大学ゴールデン Zクラブ活動支援  

 12月 13日 17名参加 （奈良新聞掲載） 
     ※ 2018世界大会進捗状況経過報告 上田トクヱコンベンション副委員長   
    ※ 審議事項 世界大会準備基金について 
☆ 理事会     1月 10日 （火） 

 ★  1月例会・・・1月 17日 （火）17：30～ ホテル日航奈良 35名出席 
    ※ アメリア・イアハート記念講演 
     ＊ 講師：岩野祥子氏（第４２、48次南極地域観測隊 理学博士） 
     ＊ 演題：「南極観測隊から有機農業へ」 
        ～女性ならではの特性を社会の中で生かして～           

※ チャリテイー実行委員会報告 
 ＊ 実施要項＆役割分担等 
※ 2018横浜大会の協賛のお願い 
国際ゾンタ横浜大会 スポンサーシップに関して           

    コンベンション副委員長・スポンサーシップ事務局 上田トクヱ姉 

［京都雅ゾンタクラブ］    会長：西村寛子    現会員数：9名      
12月 13日(火)18 :00～ 忘年例会 膳處漢ぽっちり 
・報告事項・協議事項 
1月 18日(水)17 :00～ 新年合同例会 ホテルオ－クラ 
各クラブ別例会・報告事項・協議事項 

☆18 :00～京都・大津 4クラブの合同例会 

 

［大阪Ⅱゾンタクラブ］    会長：笠置伸子    現会員数：21名     
２０１６年１２月８日（木）１８時～２０時３０分 
第２５３回例会  「１年のゾンタ活動を振り返って」 

    ゾンタリーフレットの件、バッジ製作の件、会員統一名刺作成の件など審議。 
２０１７年１月１９日（木） 
第２５４回例会  大阪Ⅰ・Ⅱクラブ合同新年例会  ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ大阪内 料亭「花外楼」にて 

   京都嵯峨芸術大学教授佐々木正子先生の卓話「日本絵画を読み解く」をお聞きする。 
日本絵画の約束事など、興味深い内容をわかりやすく解説頂いた。 

［和歌山ゾンタクラブ］    会長：内田宮子    現会員数：11名    
12月 17日（土） 忘年会（会食と例会）  

  ローズデイについて 
1月 22日（日）新年例会（会食と例会） ローズデイについて 

［大津ゾンタクラブ］     会長：岡本曜子    現会員数：27名     
12月 1日(木)理事会＆臨時例会  琵琶湖ホテル 12 :00～  
 12月 10日の第 17回チャリティークリスマスバザー＆パーティについて 
12月 8日(木)例会  琵琶湖ホテル 13 :30～ 

  12月 10日の第 17回チャリティークリスマスバザー＆パーティの準備 
12月 10日(土) 第 17回チャリティークリスマスバザー＆パーティ 

  琵琶湖ホテルにて 14 :00～バザー 17 :00～パーティ 
  柴田泰孝さんの歌、大津ｿﾞﾝﾀｸﾗﾌﾞ芸術部・芸能部、恒例のﾛｯﾄ･ｻﾞ･ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄなどを楽しんでいただきました。 
   ☆たくさんのご出席ありがとうございました。 

12月 14日(水) 京都Ⅱゾンタクラブ アメリア･イアハート例会 3名出席 
12月 22日(木) 臨時例会 17 :30～ 琵琶湖ホテル 20名出席 

  12月 10日のチャリティークリスマスバザー＆パーティの清算と打上げ及び反省会 
1月 18日(水) 四クラブ合同新年会 京都ホテルオークラ 18 :00～ 出席 21名 

  京都Ⅰクラブさまのお世話で楽しい新年会を過ごさせていただきました。 



［奈良万葉ゾンタクラブ］   会長：坂井田 都   現会員数：23名    
2016年  12月 8日 役員会 橿原市中央公民館 10名 

      12月 17日 12月例会 橿原観光ホテル 12名 
      12月 23日 第 7回チャリティーバザー 橿原観光ホテル（参加者 450名） 
2017年 １月 11日 理事会 橿原観光ホテル 7名 
    １月 15日 アドボカシー委員会 橿原観光ホテル 6名 

     １月 21日 新年例会 西大和さえきでお茶事 13名 

 
 

［金沢ゾンタクラブ］     会長：桐畑真智子   現会員数：38名     
12/1  ﾁｬﾘﾃｲ Xmas ﾊﾟｰﾃｲ開催 ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ金沢 
12/3  被害者支援フォーラム 2016参加 石川県地場産業振興センター 
12/4  スペシャルオリンピックス日本・石川２０周年記念式典に参加 
12/7  福井ｿﾞﾝﾀｸﾗﾌﾞ Xmas ﾊﾟｰﾃｲ参加・・・８名 
12/9  玉川こども図書館へ絵本寄贈・・・4名 
12/22  役員会 
1/17  新春拝賀例会・石浦神社参拝・知事夫人ご挨拶 

  〃     澤井エリアデレクターのクラブ訪問 
1/28    アドボカシー・奉仕合同委員会に出席 各委員長２名       

1月 17日拝賀例会にて澤井ＡＤとご一緒に知事夫人に新年のご挨拶（知事公舎にて） 

［福井嶺南ゾンタクラブ］   会長：松本律子    現会員数：22名     
３月まで活動中止。  
毎月第二水曜日の例会のみ。 

 

【エリア３ クラブイベント】 

【大阪Ⅰゾンタクラブ】 
大阪Ⅰゾンタクラブ ｿﾞﾝﾀﾛｰｽﾞﾃﾞｰﾁｬﾘﾃｨｰｲﾍﾞﾝﾄ「千の音色でつなぐ絆」TSUNAMI ｳﾞｧｲｵﾘﾝｺﾝｻｰﾄ 
日時：平成 29年 3月 2日（木）会場 12 :00/開演 12 :30 
場所：リーガロイヤルホテル大阪 2階「山楽の間」 
チケット：3,000円 

【京都Ⅰゾンタクラブ】 
2月 21日（火）13時 30分～14時 30分（受付 13時 20分～） 
ゲスト会費 1,200円（ケーキ・飲み物代含む） 
「京都の六斎念佛～芸能六斎と念佛六斎～」田中村六斎念佛保存会 会長 西村武生 

  ※六斎念佛には大きく分けて芸能六斎と念佛六斎がありますが、念佛六斎の総本寺「干菜山」の地元 
田中村六斎念佛保存会より講師をお招きし、その歴史や現状についてお話を伺います。 

【京都Ⅱゾンタクラブ】 
第３４回チャリテー園遊会 

   日時 ４月５日（水）11 :00〜 
   場所 百万遍 知恩寺 

【福井ゾンタクラブ】 
2017年 3月 5日   ゾンタ講演会  

     講 師   赤沢純代医師 （金沢ゾンタクラブ） 
【雅ゾンタクラブ】 
3月４日(土)15:00～ ローズデー ウェスティン都ホテル京都 

場 所：ウェスティン都ホテル京都 
テーマ：「子ども達の未来のために」 
趣 旨：困難な立場の子ども達への支援を続けるフリースクールへの応援 

（家庭教育・学校教育・社会教育へ繋ぐ施策に向かって行動する） 

【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.22 

「阪神大震災が決めた落語家人生  ～自分の道の見つけ方～  落語家 桂福丸 
場所  花外楼 北浜本店 



講演および会食代金２０，０００円 
日時  平成２９年３月２６日（日）１１時開場/１１時３０分開演/１２時３０分会食 

【和歌山ゾンタクラブ】 
3月 4日（土）ローズデイ イベント「春の宴」セミナーと会食  

会場：SOGNI di SOGNI 「ソーニ・ ディ・ ソーニ」 大丸（心斎橋）近く 
チケット：6,000 円（小規模ですが、お土産に買っていただくものを用意します） 
11時 20分 受付開始  
11時 50分～14：30 セミナー・会食 

【奈良万葉ゾンタクラブ】 
3月 5日（日）ゾンタ・ローズデー記念講演 13 :00～16：00（開場 12：30） 

        会場 橿原観光ホテル 2F カトレアの間 
       13：00～ 奈良万葉ゾンタ賞 贈呈式 
       13：30～ 記念講演「飛鳥の女帝・その情景」講師：千田稔氏（奈良県図書情報館館長） 
             シンポジウム「現代の女性・その情景」 
【金沢ゾンタクラブ】 
3/8   ローズデー ・・石川県女性センター 

 

【エリア３ クラブトピックス】 

☆大阪Ⅰゾンタクラブ☆ 
他クラブイベント出席   ※（ ）内は、出席者名 
12月 7日 福井ゾンタクラブ チャリティーパーティー      （上田） 
12月 10日 大津ゾンタクラブ チャリティークリスマスパーティー （上田・行岡陽子） 
12月 23日 奈良万葉ゾンタクラブ チャリティーバザー       （行岡陽子）  
1月 15日 フェニックス神戸ゾンタクラブ 新春パーティー    （上嶋・行岡陽子） 
1月 27日 奈良ゾンタクラブ 秋川雅史チャリティートークショー （上田・行岡陽子） 

☆京都Ⅰゾンタクラブ☆ 
会長、副会長、書記、財務の 4名で役員会の度に秘かに練習を重ねてきた「越後さらし」を合同新年会 
にて発表させていただきました。定期的に行っている老人ホームご奉仕の際に皆さんに喜んでいただける 
ような持ち芸が 1つあればいいね！というところから始まりました。3月の静原寮奉仕で入所者の皆様に 
喜んでいただけるよう願っております。ご所望があれば他にもご奉仕に行きたいね !などと言いながら、 
役員の絆も更に強くなり結構楽しんでおります。 

☆奈良ゾンタクラブ☆ 
＊ 第 3回エリアミーテイング実行委員会 

     12月 8日 （木）18：30 ～ 於 東向コミュニテイー会館 
     予算・プログラム他 検討 
 ＊ 第 4回エリアミーテイング実行委員会 
     1月 12日 （木）18：30 ～ 加納 教室 
＊ A/D・エリアミーテイング打ち合わせ 
   1月 19日 （木）18：00 ～ 京都ウエスティンホテル 

☆大阪Ⅱゾンタクラブ☆ 
１２月１８日（日） 銭太鼓練習のち打ち上げ  

宮本会員宅およびレストラン「モナミ」 
１月２９日（日） 銭太鼓練習のち新年会 

宮本会員宅およびレストラン「ダビンチ」 

☆和歌山ゾンタクラブ☆ 
ICIX国際交流パーティーへ会員 3名参加 （1月 8日） 
山口会員 キッズのためのクリスマスクッキー作り（12月 4日） 

☆大津ゾンタクラブ☆ 
1月 21日(土) ＫＢＳホールにて「憲法と人権を考える集い」 
大津ゾンタクラブ会員である越直美大津市長が出席。テーマである「いじめ」について大津市の活動を講演。
またパネラーとしてもディスカッションにも参加。 

 

【エリア３ クラブ会員状況】 

奈良ゾンタクラブ 

退会会員  松尾 雅代 ・・・・2017年 1月より 
復帰会員  亀苔 美智子・・・・2017年１月より 

和歌山ゾンタクラブ 

新入会員 中山美香 

福井嶺南ゾンタクラブ 

退会者 宮本恵子（県外引越） 
     井手恵美子（高齢の為） 

 


