
 

No.5（2017年 2月・3月） 2017.4.1 
 春を告げる奈良の修二会（二月堂のお水取り）、近江舞子の修三会（比良八講荒れじまい）を終え
て、開花便りが聞こえる季節になりました。各エリアでは、エリアミーティングの準備や対応に備え
たホストクラブの皆様のおもてなしの意向が伺えます。知識を深める場であったり、友好を広げる場
であったり・・・沢山の方々との楽しい再会がある事を願い、ゾンシャン各位には全員参加の意気込
みでお申し込みを頂けますよう大きな期待を致してお待ちしています。 
                   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：23名      
2月例会：2017年 2月 16日（木）17 :30～20 :30 於リーガロイヤルホテル大阪 

      ・次期役員選出のための指名委員選出（選挙） 
      ・3月 2日のイベントについての打ち合わせ 
      ・他クラブ等のイベント出席報告、案内 
3月例会：2017年 3月 16日（木） 於リーガロイヤルホテル大阪 

      ・指名委員会報告､審議､承認(会計：田中恵､通信書記：上田恵子､監査：早川住江) 
      ・委員会報告（会員・国際・広報・奉仕） 
      ・イベントについての報告及びコメント 
       （国際大会・ｴﾘｱﾐｰﾃｨﾝｸﾞ・他ｸﾗﾌﾞｲﾍﾞﾝﾄ等出席報告と案内） 

［京都Ⅰゾンタクラブ］    会長：木村純香   現会員数：16名     
2月 21日（火）2月例会 出席者 会員 8名 ゲスト 13名 

「六斎念佛の歴史概要」田中村六斎念佛保存会会長 西村武生先生 
3月 14日（火）3月例会 ローズデー・イベント 出席 会員 10名 ゲスト 15名 
京都ＳＡＲＡスーパーバイザー 周藤由美子氏 
「京都性暴力被害者ワンストップ支援センターの活動」  
 ※この日はＡＤ訪問の日、澤井早和乃ＡＤにお越しいただきました。 

［京都Ⅱゾンタクラブ］    会長：宮下英子   現会員数：42名     
2月８日(水)  2月例会 ロイヤルホテル＆スパ 13 :00〜 

         講演『くじけないアフガニスタンの女性達』北垣由民子氏 
2月 21日    理事会 
3月 9日    京都市動物園へベビーカー４台寄贈 (ローズデー記念行事) 
3月 13日(月) 3月例会 ロイヤルホテル＆スパ 13 :00〜 

        上田恵子氏(26地区ヒストリアン横浜大会スポンサーシップ委員) 
         横浜大会 協賛金に関する説明 
        つばさ園 きらきら園 寄付金贈呈 （ローズデー記念行事） 
        2017年度奨学生決定（京都大学大学院女子学生） 
3月 21日   理事会 
3月 30日   NPO法人こどもセンターののさん 読売新聞• 光と愛の事業団 

         寄付金贈呈 （ローズデー記念行事） 

［福井ゾンタクラブ］     会長：前川百合子   現会員数：23名     
２月 ９日   新会員オリエンテーション    グラン・ユァーズ 

 ２月１５日   理事会・例会             々 
            エリア３澤井ＡＤクラブ訪問・新入会員入会式（粒埼会員） 

                                                                           

２月２５日  女性財団年賀式 ２名参加      アオッサ 
 ３月 ２日  大阪１ゾンタクラブローズディー 

チャリティーコンサート 1名参加  リーガロイヤルホテル 
 ３月 ５日  ローズディー講演会・参加者 160名  ﾊﾟﾚｽﾎﾃﾙ 講師 赤沢純代氏（金沢ゾンタクラブ） 
        大阪１ゾンタクラブ上田恵子姉訪問・スポンサーシップの依頼 



           
３月 ８日 金沢ゾンタクラブ ローズデー講習会へ２名参加   石川県女性センター 

 ３月１２日 東京Ⅱｿﾞﾝﾀｸﾗﾌﾞ 補助犬育成の為のﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ&ﾋﾞﾝｺﾞｹﾞｰﾑ３名参加  京王ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 

［奈良ゾンタクラブ］     会長：畭 真夕美   現会員数：44名     
☆ 理事会    2月７ 日 （火） 

 ★ 2月例会・・・ 2月 21日 （火）17 :30 ～ホテル日航奈良 35名出席 
※ 審議事項  
  ＊ 山田町ゾンタハウスへの寄付の件   
※ 委員会報告 

     ＊ チャリテイー実行委員会・収支報告 
     ＊ 例会プログラム委員会 ・4月お花見例会の件 
     ＊ 奉仕委員会      ・ローズデー関連勉強会開催 
     ＊ 環境委員会      ・環境セミナー開催の詳細 
     ＊ ゴールデンＺ委員会  ・活動報告 
     ＊ 他 
   ※ 講演 

「山田町ゾンタハウスの解説から今までの取り組みについて」 
 講師 東洋大学社会学部 教授 ＮＰＯこども福祉研所理究事長  森田 明美 先生 

※ 寄付金・贈呈式  

* チャリティーイベント収益金より寄付金贈呈  

※ 2018年横浜大会へ協賛のお願い 
＊26地区ヒストリアン 横浜大会 ｽﾎﾟﾝｻｰｼｯﾌﾟ委員会・委員 上田恵子様（大阪Ⅰゾンタクラブ） 

※ バースデープレゼント 
※ ニコニコ報告 

☆ 理事会    3月 7日 （火） 
★ ３月例会・・・3月 21日（火）１7：30～ホテル日航奈良  34名出席  

   チャーター例会  
※ 26地区エリア 3澤井早和乃エリアディレクターご挨拶 
※ 委員会報告 

＊ 例会プログラム委員会   4月お花見例会詳細 
＊ チャリティー実行委員会  解散宣言 
＊ 財務委員会        エリアミーティングでグッズ販売の件 
＊ 姉妹クラブ提携委員会   3月 3日～4日お水取りと歴史探訪の件 
＊ 奉仕委員会        ローズデー 3月５日 勉強会  
               科学で女子力！オトナ女子版 
            於 奈良大学 参加者 1８名 
＊ 広報委員会        ホームページ更新 

※ 理事会よりの審議事項・・・姉妹提携交流会経費 
※ ゴールデンＺ委員会卒業生挨拶＆記念品贈呈・・・安東 貴広君 
※ エリアミーティング実行委員会 ミーテイングの試食会 
※ 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：9名      
2月 9日（木）通常例会  ウェスティン都ホテル京都 

  ・報告事項  ・協議事項 
 3月Ⅰ日（水）通常例会＆ローズディ講演会準備委員会  中華料理 雄 
  ・報告事項  ・協議事項 

［大阪Ⅱゾンタクラブ］    会長：笠置伸子    現会員数：21名     
2月 9日（木）第 255回例会 

今月のテーマ「２０１８年国際ゾンタ横浜大会の概要とクラブの責務について」との題で大会委員長
三宅定子様より貴重なお話を伺い勉強させていただいた。 

3月 9日（木）第２５６回例会 
来月のイベントの準備、役割分担。バッジ、リーフレットの配布。 
来年２月のイベントの相談など。 

［和歌山ゾンタクラブ］    会長：内田宮子    現会員数：10名     
2月 19日（日）  2月例会 ローズデーについて 
3月 2日（木）   理事会  ローズデーについての最終打ち合わせ 
3月 4日（土）   ローズデー イベント開催 「春の宴」セミナーと会食 
3月 19日（日）  3月例会 ローズデーの反省 



［大津ゾンタクラブ］     会長：岡本曜子    現会員数：27名     
2月 9日 2月例会 琵琶湖ホテル 13 :30～ 出席 17名 

      新年に入って初めての例会で昨年のクリスマスバザー＆パーティの反省と 
      今年のゲストの出演者の候補について話し合う。 
2月 21日 京都Ⅰゾンタクラブ例会 2名参加 
2月 26日 名古屋 SORAゾンタクラブ チャリティービンゴパーティ 2名参加 
3月 2日 3月理事会 琵琶湖ホテル 13 :30～ 出席 8名 
3月 4日 和歌山ゾンタクラブ ローズデーイベント 6名参加 
3月 4日 京都雅ゾンタクラブ ローズデーイベント 6名参加 
3月 9日 3月例会 琵琶湖ホテル 13 :30～ 出席 17名 

      横浜大会スポンサーシップ委員 上田恵子様（大阪Ⅰゾンタクラブ） 
      横浜大会の協賛金についての説明のため例会に出席 
      Music Studio Y’s (若い世代を対象とした室内楽を育てる)協賛金授与式 
      大津ゾンタクラブローズデー勉強会 
       1月に行われたアドボカシー委員会、奉仕委員会の合同委員会の報告と 
       国際ゾンタ奉仕プロジェクトについての勉強会 
3月 12日 東京Ⅱゾンタクラブ チャリティーイベント 2名参加 
3月 26日 大阪Ⅱゾンタクラブ チャリティーイベント 2名参加 
3月 27日 臨時理事会 琵琶湖ホテル 13 :00～ 出席 8名 

［奈良万葉ゾンタクラブ］   会長：坂井田 都   現会員数：23名    
２月 9日 役員会 橿原観光ホテル 10名 

 ２月 18日 例会 橿原観光ホテル 13名 
 ３月２日 大阪Ⅰゾンタクラブゾンタローズデーチャリティーイベント ４名参加 
 ３月４日 和歌山ゾンタクラブゾンタローズデーイベント ８名参加 
 ３月５日 奈良万葉ゾンタクラブゾンタローズデー記念講演会 
       橿原観光ホテル２Fカトレアの間 13時～16時 150名参加 
      ・ゾンタ賞贈呈式  

ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝﾀﾞﾌﾞﾙｽ 金メダリスト 高橋礼華選手（代理 母 智子様）  
      ・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」 パネリスト 千田稔 
        福西清美（奈良県子ども女性局長）神田加津代(26地区広報/コミュニケーション委員長)  
 ３月 12日 東京Ⅱゾンタクラブチャリティーコンサート＆ビンゴの集い ２名参加 
３月 18日 理事会 ６名  例会 11名  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：39名     
2/10 日本女性会議 支部長会議出席 
2/15 通常例会 
3/5  福井ゾンタクラブのローズデーに参加 赤澤会員が講演 
3/8  ローズデーイベント「女性の健康・漢方で美しく」＠石川県女性ｾﾝﾀｰ 74人参加 
3/17 奉仕委員会 第一回イベント企画の打合せ＠アプサライ 5名 
3/30 奉仕委員会 第二回イベント企画の打合せ＠ユーアート 

 

［福井嶺南ゾンタクラブ］   会長：松本律子    現会員数：22名     
２月 15日  エリア３ディレクター澤井さん訪問 
３月 ８日  ４月第一日曜日 駅前商店街ふれあい市参加 

 

【エリア３ クラブイベント】 

【京都Ⅰゾンタクラブ】 
4月 18日（火）4月例会 

  14時～14時 30分に、京都府男女共同参画官が来訪、男女共同参画課の諸活動の現状、ゾンタクラブへの
要望等をお話しいただきます。 

  他クラブの方もご参加是非とも宜しくお願い致します。 
ご出席いただける方は、予めお知らせください。 

  
5月 16日（火）チャーター記念例会 

  13時 30分～14時 30分（受付 13時 20分～） 
「ソプラノとリュートの調べ」ソプラノ 小田肇子 リュート 小出智子 

   ゲスト会費 1,200円（ケーキセット付） 
   申込締切 5月 8日（月）まで ※5月 13日（土）以降のキャンセル不可 
   リュートは広い会場には向かない素朴で地味な楽器です。奏者の楽器解説もございます。毎年 5月私 

どものお誕生日であるチャーター記念例会で、リュートの魅力を楽しんでいただければ幸いです。 

 



【エリア３ クラブトピックス】 

☆大阪Ⅰゾンタクラブ☆ 
2017年 3月例会における卓話：「お花見あれこれ」仁科一江会員 

☆奈良ゾンタクラブ☆ 
※ 奈良ゾンタクラブ設立 27周年を祝う  

    ※ 泉谷智恵子会員（チャーターメンバー） 米寿祝い  
    ※ 仙台Ⅰゾンタクラブとの交流会 
      3月 3日・・・奈良国立博物館 講義＆お水取り展＆二月堂お松明鑑賞  
       3月 4日・・・歴史探訪ウオーク 講師付 早春の卑弥呼の里と山の辺の道  

                 

      国立博物館お水取り展    交流会    歴史探訪山の辺の道 
＊ 2月２８日 奈良市地球温暖化対策地域協議会（NEW）主催  COOL CHOICE セミナー ４名 参加 
＊ エリアミーティング実行委員会  3月 14日 プログラム他進捗状況 

☆京都雅ゾンタクラブ☆ 
3月 4日（土）ローズディ講演会 
第 1部  ・記念講演  ノートルダム学院小学校名誉教授 シスターベアトリス田中氏 

        「子どもたちの未来のためにあなたはどんな背中をみせますか」 
        ・子どもたちの天使の歌声  
   第 2部  ・懇親交流会 

       

☆大阪Ⅱゾンタクラブ☆ 
３月１２日（日） 来年のエリアミーティング宣伝余興のため、有志が銭太鼓の練習をしました。 
３月２６日（日） １１時３０分～  チャリティーイベント vol２２開催  

落語家 桂福丸氏「阪神大震災が決めた落語家人生」  場所：花外楼 北浜本店  
健康になによりいいのは笑うこと、という氏のお言葉通り楽しいお話で大いに笑い、加えて花外楼の
春の美味しいお料理を頂き寿命が伸びた気がしました。 参加者７４名 

☆和歌山ゾンタクラブ☆ 
3月 4日のローズデーイベントをおかげさまで、盛会のうちに終えることができました。 
ご参加くださいました皆様深く感謝申し上げます。 

   
3月 20日 山口会員、東光学園（堺市）へ食品のプレゼント 

☆金沢ゾンタクラブ☆ 
3/25 浅井会員の結婚披露パーティ 

 
 

【エリア３ クラブ会員状況】 

大阪Ⅰゾンタクラブ 

退会会員  田村和子 （2017年 3月付） 

福井ゾンタクラブ 

新入会員  粒埼幸夫 （税理士事務所経営・税理士） 
退会会員  乗竹年尾 

和歌山ゾンタクラブ 

退会会員  中山美香 （一身上の都合） 

金沢ゾンタクラブ 

新入会員  安田 和子 

 


