
 

No.8（2017年 8月・9月） 2017.10.1 
 気まぐれな天気と虫の音が秋の夜長を奏で、街並みでは紅葉を楽しむ好季節となりました。
ゾンシャン諸姉には様々なご活躍に時を過ごされていらっしゃる事と存じます。 
季節は移り時の流れは余儀ないことではありますが、今日という日を残りの人生の第一歩と
して、挑戦し学びあえる素適な場所が“ZONTA”そして“仲間”と思っております。 
今月は 26地区の大会を迎えます。そのキャッチフレーズも 

～ 女性の権利を擁護するリーダー的組織であり続ける ～ 
組織的な成功の土台となるのは「リーダーの人格」であるとカナダの心理学者フランク･J･
ポポリーノの論を思いうかべ、高松にて久しく皆様とお目にかかり、更なる友好を礎に相互
の変化に取り組む事が出来ますよう大きな期待をいたしております。 
                   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      
8月   休会 
9月 7日 理事会；７月例会以後の報告・審議事項の検討 移動例会打合せ 
9月 21日 移動例会；レストラン［sumireOSAKA］直営の船で約４０分間中ノ島の遊覧を楽しみ 

その後例会、そして美しい夜景を見ながら美味しい食事をいただき、会員相互の親睦に 
有意義なひとときを過ごした。 
例会；出席者：１６名 
他クラブへの出席報告・案内 会報回覧 

      地区大会関係《寄付等の審議》 
      委員会報告《奉仕、企画・親睦》 

             

［京都Ⅰゾンタクラブ］    会長：木村純香   現会員数：15名     
9月 13日（水）静原寮奉仕 14：00～15 :00 

       お菓子、抹茶、カラオケ 参加 4名 
9月 14日（木）移動例会 10 :00～14 :30 河井寛次郎記念館見学・菊乃井にて会食 

      参加 会員 11名 賛助会員 4名 ゲスト（他クラブ会員他）13名 

［京都Ⅱゾンタクラブ］    会長：宮下英子   現会員数：42名     
8月 9日(水) 8月納涼例会 東華菜館 17 :00〜 
8月 29日(火) ８月理事会 
9月 11日(月) ９月例会 京都ロイヤルホテル＆スパ 13 :00〜 

         講演『スマートエイジング』 新屋明美会員 
9月 14日(木) 京都Ⅰゾンタクラブ 移動例会 参加 
9月 19日(火) 大津ゾンタクラブチャリティーコンサート 参加 
9月 26日(火) ９月理事会 
 
 



［福井ゾンタクラブ］     会長：前川百合子   現会員数：23名     
8月 3日   新旧理事           シェィ【きわの】     

    21日   第一回チャリティーパーティ実行委員会 
    22日   例会・納涼会・オークション 

            
8月 25日   ふれ愛園感謝状贈呈式          

                      
9月 3日   第 14回ゾンタコンサート    （350名入場） 

         
9月 15日   第 2回チャリティーパーティ実行委員会 
9月 19日   大津ゾンタチャリティーパーティへ参加    (4名) 
9月 20日   理事会・例会・外部卓話（講師  渡辺千明氏） 
 
 

［奈良ゾンタクラブ］     会長：畭 真夕美   現会員数：41名     
☆ 8月理事会 8月１日（火）18 :00～ 

会則改定について 
        9月グループトーキングについて 
★ ８月例会  休み         

   ☆ ９月理事会 ９月５日（火）18 :00～ 
             ＊ 臨時総会開催の件 

＊ チャリテイー実行委員会 提案検討 
★ 9月例会  ９月 19日（火）17 :30 ～  出席 ３３名 

   ※ ＜臨時総会＞ 会則一部改訂の審議 
   ※ 報告事項 
     ＊ 理事会報告 
     ＊ 各常任委員会報告 
        チャリテイー実行委員会・世界大会関係他 
   ※ グループトーキング  （４グループで） 
     テーマ ：奉仕支援先 ：委員会構成 :一般会計予算 他  

※ バースデープレゼント・ニコニコ報告 
※ 連絡事項・・・他 

 

     

 

［京都雅ゾンタクラブ］    会長：西村寛子    現会員数：11名      
8月 29日（火）納涼移動例会 場所：花千代   

               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 地区大会協議事項について確認 
        々 出席者の確認 
9月 26日（火）通常例会   場所：ウエスティン都ホテル京都 

               時間：18:00～ （理事会・例会） 
       ・報告事項 他団体報告 
       ・協議事項 国際大会寄付金について確認 
 
 



 
 

 

 

 

 

［大阪Ⅱゾンタクラブ］    会長：笠置伸子    現会員数：24名     
8月夏休み 
9月 14日（木）18時～20時 30分  

第 261回例会   卓話「薬物依存からの回復」講師  梅田靖規 様 
薬物依存からの回復の難しさ、社会の受け皿の必要性、患者に希望を持たせること、などなかなか聞
けないお話を伺った。 

① 3名の新入会員の紹介 
② 地区大会協議事項の検討 
③ 秋の加賀旅行の確認（9名参加予定） 
 
 

［和歌山ゾンタクラブ］    会長：内田宮子    現会員数：12名     
8月は休会 
9月例会 9月 24日（日） 
・ゾンタクラブ概要及び各委員会の役目と責任についての勉強会（講師：内田） 
・横浜大会に向けて 英会話レッスン②（講師：内田） 
 
 

［大津ゾンタクラブ］     会長：岡本曜子    現会員数：32名     
8月 23日(水) 中西千里会員歓迎会＆納涼会＆加藤登紀子ディナーショー試食会 

        琵琶湖ホテルにて 出席 21名 
 9月 14日(木) 理事会＆例会 琵琶湖ホテル 出席 19名 
        9月 19日の加藤登紀子ディナーショーの準備など 
 9月 19日(火) 加藤登紀子チャリティーディナーショー 
        琵琶湖ホテル 18 :00開場 18 :30開演 
      ＊多数のご来場ありがとうございました。 
       終演予定時間をオーバーするほどの大盛況でとても楽しいひと時を皆さまと 

す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    
８月３日（木） 理事会 橿原観光ホテル ８名出席 
９月１６日（土）移動例会 高山茶筌作り見学 長弓寺で精進料理を賞味 １０名参加 

       
   １９日（火）大津 ZC主催 加藤登紀子 世界の女性と子供のためのチャリティー 
         ディナーコンサート －琵琶湖ホテル－ ３名参加  
 
 

［金沢ゾンタクラブ］     会長：桐畑真智子   現会員数：38名     
８／８  役員親睦会 
８／１０ 屋外例会・役員会 
８／２３ 日本女性会議 式典部会 
８／３０ 日本女性会議 実行委員会 
９／１０ スペシャルオリンピックス日本・石川 地区大会に出席 
９／１９ 大津ゾンタクラブ チャリティーコンサートに参加 
９／２０ 通常例会 
９／２８ チャリティーXmasパーティー実行委員会 
９／２９ 日本女性会議 式典部会 
 
 

［福井嶺南ゾンタクラブ］   会長：坂東佐喜子   現会員数：17名     
8月、9月第一日曜日 駅前ふれあい市参加 
8月 8日 家族例会 
9月第二水曜日 例会 
 
 



 

 

【エリア３ クラブイベント】 

【大阪Ⅰゾンタクラブ】 
２０１８年３月８日 チャリテイ講演会 

  講師 竹田恒泰氏 
  場所；ホテルニューオータニ 
その他 
例年どおり大阪ユニセフ協会より［ユニセフチャリテイバザー］《１０月１４日開催》の協賛・案内また
寄贈品の協力の依頼があり、会員より軒贓品を提供した。 
 

【京都Ⅰゾンタクラブ】 
11月 8日（水）第 51回チャリティー・バザー 10 :00～15 :00  

   会場 京都ロイヤルホテル＆スパ 2階（河原町三条上る） 
   バザー入場券 5,000円（ランチ、茶席、ゾンタサロン含む） 
  ♪ゾンタサロン♪ 13：00～14：00 
  「雅楽の裏方、笙の響きをソロで楽しむ」 笙奏者 伊藤えり 

   主な演奏曲 平調調子 盤渉調調子 Ｅ．Satie作曲「ジムノペディ」他 
  

【京都Ⅱゾンタクラブ】 
12月 13日(水) １２月アメリアイアハート例会のご案内 

          講演 三橋功治氏 気象予報士 
 

【福井ゾンタクラブ】 
12月 5日  第 31回チャリティーパーティ 
 

【大津ゾンタクラブ】 
12月 23日(土)第 18回大津ゾンタクラブチャリティーバザー＆パーティ 
琵琶湖ホテル 瑠璃の間 チケット、時間など詳細は 10月中旬 
2018年 11月 3日(土) 大津ゾンタ 20周年記念祝賀会  
琵琶湖ホテル 15 :00受付予定 
 

【奈良万葉ゾンタクラブ】 
１０月２８日（土） 奈良国立博物館 正倉院展にて呈茶 
１１月１０日（金）        〃         
１１月３０日（木） チャーター例会 短歌 講師 小西栄依子姉（当クラブ在籍 大和歌人協会 

事務局長 奈良新聞歌壇選者） 
 

【金沢ゾンタクラブ】 
１１／３  児童虐待防止オレンジリボン街頭キャンペーン 
１１／２５ 日本女性会議 プレイベント開催 
１２／１  チャリティーXmasパーティー 
 

【エリア３ クラブトピックス】 

☆大阪Ⅱゾンタクラブ☆ 
12月に訪問する児童養護施設「かざぐるま」への下見。 
演奏するハンドベルと恒例の銭太鼓の練習を行った。（9月 10日） 
 

☆和歌山ゾンタクラブ☆ 
自クラブの山口会員による第 15回「愉しい食卓」フェアのセミナー（9月 2 日・3日）と学生が主役の 
関西を元気にする「食とテーブルコンテスト」が開催され、クラブ会員が参加した。 
 

☆金沢ゾンタクラブ☆ 
産休〜育児休業中の谷口会員が８月より元気に復帰し活動再開です。 
 

【エリア３ クラブ会員状況】 

大阪Ⅱゾンタクラブ 

新入会員：中川友里（内科医） 
城本友恵（不動産管理会社役員 保健師） 
三林京子（俳優 噺家 大学教授） 

 


