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初夏の爽やかな風がなんともうれしい季節になりました。たくさんの小さな花が集まって

咲くきれいな紫陽花。花言葉は団結と言われています。 
第 9回・エリア３エリアミーティングも無事に終える事が出来、これも皆様方のご協力とご
支援の賜と心から御礼申し上げます。10月 19日～21日は地区大会開催をむかえます。皆様
には是非ご参加頂き、26地区の躍進のもと職業や環境の異なるゾンシャン同士が友好を深め、
学び合う場になることを願います。 
                   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：23名      
４月７日 内規委員会《会長経験者》 クラブ会則及び内規について検討 

      理事会 
４月２０日 ４月例会 リーガロイヤルホテル 

「運営の書」配布 ガバナー通信・エリア通信配布 審議事項・報告事項 案内等 
卓話：［ドイツとイタリアの風を大阪へ］講師 デュッセルドルフⅡZC 野崎陽子 
チャーター会員 

５月１１日 理事会 
５月１８日 ５月例会《チャーター月》 審議事項・報告事項（ｴﾘｱ３ｴﾘｱﾐｰﾃｨﾝｸﾞ出席報告・案内等 

卓話： “ゾンタライフを楽しむ”講師 佐々木静子チャーター名誉会員 

［京都Ⅰゾンタクラブ］    会長：木村純香   現会員数：16名     
４月例会 ４月１８日（火）12 :00～14 :30 京都ロイヤルホテル＆スパ「有明」 

      出席 会員 8名   
   ❁奨学金授与 京都市立塔南高校 校長 小野恭裕先生来訪 教育みらい科生徒 2名分 
   ❁京都府「女子高生のためのフューチャーフォーラム」協力について 
     京都府よりご説明、京都ⅡＺＣより 3名，京都雅ＺＣより 2名参加。 
チャーター記念例会 5月 16日（火）12 :00～14 :30 ロイヤルホテル＆スパ「翠峰」 

    記念コンサート「ソプラノとリュートの調べ～シェイクスピア時代の音楽」 
     ソプラノ 小田肇子 リュート 小出智子 
    出席 会員 12名 賛助会 3名 ゾンタ他クラブ 10名 その他 16名  

［京都Ⅱゾンタクラブ］    会長：宮下英子   現会員数：42名     
4月 4日(火) 4月例会 百万遍 知恩寺 13 :00〜 園遊会準備 
4月５日(水) 第 34回 チャリティー園遊会 百万遍 知恩寺 11 :00〜15 :00 
4月 18日(火) 理事会  
5月 8日(月) 5月例会 京都ロイヤルホテル＆スパ 13 :00〜 

         園遊会に関して各自意見を述べた。 
5月 13日(土) エリア 3エリアミーチィング参加 15名 ホテル日航奈良 
5月 16日(火) 京都 1クラブ チャーター記念例会参加 2名 
5月 23日(火) 引継理事会 

   
※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)。同じく 3月、寄付金贈呈の 
際の写真が第 5号にて掲載漏れのため、こちらに掲載させて頂きました。 
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［福井ゾンタクラブ］     会長：前川百合子   現会員数：22名     
4月 16日   エリアⅡエリアミーティングに参加      1名 
4月 19日   例会 
4月 22日   エリア 4エリアミーティングに参加      ３名    
4月 28日   第 18回植樹式（福井市運動公園へ寄贈）参加  10名 

           
5月 13日   エリア 3エリアミーティングに参加       12名 
5月 17日   例会  

［奈良ゾンタクラブ］     会長：畭 真夕美   現会員数：41名     
☆ 理事会・委員長会議   4月 5日・13日・25日 

   ★ 4月例会 ・・・・   4月 18 日（火） お花見例会 けいはんな記念公園 
                   出席 ３０名 
    ※ 報告事項 

＊ エリアミーテイング実行委員会  ；役割分担＆プログラム等配布・説明 
＊ 委員会開催・・・ ；総会に向けて 1年間の総括と来年度活動計画等話し合い 

       
けいはんな記念公園    4月誕生日プレゼント 

＊ バースデープレゼント＆ニコニコ報告  
☆ 理事会・委員長会議   ５月９日 （火）  

    ★ ５月総会 ・・・・   ５月２３日（火）１７；００～ 
                             出席 ３４名 
    ※ 審議事項 
      ＊ 横浜大会スポンサーシップへの協賛金の件 
    ※ 総会報告事項 
      ＊ 各委員会より年間報告 
    ※ 審議事項 
      ＊ 次年度活動計画（案）各委員会より提案＆検討・・総会資料に沿って 
    ※ 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      
4月 18日（火）通常例会  ウエスティン都ホテル京都 

   ・国際ゾンタ横浜大会スポンサーシップ委員会  
上田恵子様（大阪ⅠＺＣ）をゲストに迎えて 

・報告事項  ・協議事項 
5月 18日（木）通常例会  ウエスティン都ホテル京都 

   ・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     
４月９日（日）移動例会 

参加者６名「春の遊覧旅行―保津川峡下り」 
桜満開の嵐山で昼食ののち、亀岡から保津川を船で下り春の一日を満喫した。 

4月 22日（土）エリア４エリアミーティングに 2名参加  
5月 11日（木）第２５８回例会  出席者 15名 

３月イベントの決算報告、各委員会の今年度活動報告、移動例会の報告など 
5月 13日（土）エリア３エリアミーティングに 12名出席 

次回開催クラブとしての紹介パフォーマンス銭太鼓を披露した。 

［和歌山ゾンタクラブ］    会長：内田宮子    現会員数：10名     
4月例会  4月 16日（日） 

  ・クラブの運営について 
  ・ローズデーのイベントの特別会計報告 
5月例会  5月 21日（日） 

  ・「ゾンタのいろは」について（羽藤理事によるオリエンテーション） 
 ・次年度の年間スケジュールについて検討 

［大津ゾンタクラブ］     会長：岡本曜子    現会員数：31名     
4月 13日例会 13 :30～ 琵琶湖ホテル 
5月 11日理事会 13 :00～ 琵琶湖ホテル 
5月 13日エリアミーティング ホテル日航奈良 15名出席 



［奈良万葉ゾンタクラブ］   会長：坂井田 都   現会員数：25名    
4月 5日 京都Ⅱゾンタクラブ チャリティー園遊会 知恩寺 3名参加 

   11日 4月理事会 橿原観光ホテル 6名出席 
   15日 4月例会  橿原観光ホテル 9名出席 
   25日 喫茶ボランティア 社会福祉法人「橿原園」 ２名参加 
5月 10日 5月理事会 橿原市万葉ホール会議室 6名出席 

   13日 第 9回エリア 3エリアミーティング ホテル日航奈良 7名参加 
   20日 クラブ総会 橿原観光ホテル 17名出席 
   30日 喫茶ボランティア 社会福祉法人「橿原園」 ２名参加 

 

［金沢ゾンタクラブ］     会長：桐畑真智子   現会員数：37名     
4/4 日本女性会議 式典部会参加 
4/8 NPO法人ｳｲﾒﾝｽﾞｴﾝﾊﾟﾜｰﾒﾝﾄ金沢設立記念講演に参加 
4/12 奉仕委員会 ｲﾍﾞﾝﾄ企画打合せ 
4/19 通常例会/理事会/大阪ⅠZC上田恵子様：横浜大会ｽﾎﾟﾝｻｰｼｯﾌﾟ委員会として訪問 
5/13 エリア３エリアミーテイング IN奈良 9名参加 
5/17 通常例会/ オブザーバー１名参加 

［福井嶺南ゾンタクラブ］   会長：松本律子    現会員数：17名     
４月９日（日）花見家族例会  

この日は 80%の雨予報でしたが、日ごろの行いが良いので（笑）、少し寒かったのですが天気に 
恵まれ初めての楽しい花見例会となりました。  

５月 10日（水）月例会  
６月 14日（水）総会 ６時 30分～ ほんの間２F 

28年度 事業計画  決算報告 その他 
29年度 事業計画（案）収支予算（案）その他 
地区大会・横浜大会に向けて一人でも多くの参加呼びかけ。 

 

【エリア３ クラブイベント】 

【大津ゾンタクラブ】 
9月 19日 琵琶湖ホテル 加藤登紀子ディナーショー  

   （時間等詳細は後日） 

【奈良万葉ゾンタクラブ】 
7月 15日（土）例会は、和歌山ゾンタクラブとの合同例会です 

         澤井 ADのクラブ訪問を予定しています 

【福井嶺南ゾンタクラブ】 
９月２日の敦賀まつりに出店 
昨年に引き続き、休校となっている西浦小中学校を活用しライブイベントを検討 

 

【エリア３ クラブトピックス】 

☆大阪Ⅰゾンタクラブ☆ 
野崎氏ご寄贈の品を会員に販売 その売り上げをエリア３エリアミーテイングで２６地区財団大使にお渡
し寄付することとなった。 

☆京都Ⅱゾンタクラブ☆ 
4月 5日(水) 第 34回 チャリティー園遊会を大本山百万遍知恩寺にて開催させて 

       頂きました。たくさんのゾンシャンの皆様のご参加感謝申し上げます。 
       有り難うございました。      

☆福井ゾンタクラブ☆ 
5月 23日   豊嶋美代子チャーター会員が逝去されました。 

☆奈良ゾンタクラブ☆ 
第 9回エリア 3エリアミーテイング開催・・ホストクラブとして 

    ５月１３日（土）１０；００～１６；３０  於 ホテル日航奈良 
             参加者 １６６名 ・・・（当日参加者１名含） 
         （ 詳細は後日発行議事録参照 ） 

     
【受付】     【会長会議】    【ビジネスセッション】 【奈良・ゾンタストア】 【奈良クラブ・参加者】 

 



☆京都雅ゾンタクラブ☆ 
5月 13日（土）国際ゾンタ 26地区 エリア 3 第 9回エリアミーティング  於ホテル日航奈良 

 

☆大阪Ⅱゾンタクラブ☆ 
5月 7日（日）  5月 13日の奈良エリアミーティングの次回開催クラブの紹介のため、記念品の袋詰め

や銭太鼓の練習を行った。 

☆和歌山ゾンタクラブ☆ 
第 9回エリアミーティング（5月 13日）に会員 7名が参加した。 

 

【エリア３ クラブ会員状況】 

福井ゾンタクラブ 

逝去会員  豊嶋 美代子 5月 23日 

奈良ゾンタクラブ 

退会会員  菊地 裕子 ５月 31日付 
      塩見 牧子   々 

京都雅ゾンタクラブ 

新入会員  阿蘇 和代 5月 18日付 

大津ゾンタクラブ 

新入会員  大津 典子  （大学講師） 
        池田 妙子  （舞踏家） 
        河田 美智子 （会社役員） 
        元山 かほる （化粧品代理店） 
        黄瀬 桃子  （和菓子販売） 
        北島 裕貴子 （会社役員） 

退会会員  越 直美   （5月 31日） 
      勝部 美香  （5月 31日） 

奈良万葉ゾンタクラブ 

新入会員  廣田 俗予  西辻 幸子  仲川 正美 
退会会員  森田 尚代  

金沢ゾンタクラブ 

退会会員  番作 千恵子会員 2017/4/20 
        坂井 美津江会員 2017/5/16 

福井嶺南ゾンタクラブ 

退会会員  北野香代美 梅津美和子 稲葉理恵 松葉幸子 松居康夫 （一身上の都合） 

 


