
 

No.12（2018年 4月・5月） 2018.06.1 
 エリア通信 NO、12！今期最後のエリア通信でございます。 
クラブ会長方々には 2年間、良い思い出を沢山頂きました。エリアミーティングでは、ホス
トクラブである奈良 ZC・大阪ⅡZCの素適な諸姉に支えられ恙なく達成出来ました事に感謝！
クラブ方々との楽しいメール交換に友情を重ねて感謝！そして荘厳な横浜国際大会を皆様と
共に過ごせる喜びに感謝！心から御礼を申し上げます。本当に有り難うございました。 
                   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      
４月５日(木) 理事会 於 どりむ社 会議室 

       イベント終了報告 反省等 
       ４月例会打ち合わせ 100周年記念寄付について 
  １９日(木) ４月例会 出席者１３名 欠席者１１  リーガロイヤルホテル ゴールデンルーム 

イべント会計報告 
横浜大会・１００周年記念寄付について検討 
その他 他クラブ案内、出席報告等 
卓話「乳がん術後下着について」列車事故により講師不着のため延期 

５月１０日(木）理事会 於 どりむ社 会議室 
       2017／6～2018／5 収支会計決算検討 
       国際大会・100周年記念寄付決定 
  ２７日(日)  エリアミーテイングを第一部例会とする  リーガロイヤルホテル 
        終了後 17:30より 第二部例会 予定 リーガロイヤルホテル福の間 
 

［京都Ⅰゾンタクラブ］    会長：木村純香   現会員数：13名     
4月 17日（火）12 :00～14 :30 於：ザ・パレスサイドホテル 2階 

  4月例会 出席 9名 
5月 22日（火）チャーター記念例会 於：ザ・パレスサイドホテル 2階 

  12 :00～1 :00 例会 出席者 11名 
  13:30～15 :50 映画「ミリキタニの猫《特別篇》」上映、監督 Masaさんのお話 
         出席者 76名（ゾンタ会員 17名） 

 

［京都Ⅱゾンタクラブ］    会長：宮下英子   現会員数：42名     
4月 17日(火) ４月例会 今熊野観音寺 13:00〜 園遊会準備 15 :00〜 
4月 18日(水) 第 35回園遊会 今熊野観音寺 11 :00〜 東山泉涌寺境内 

        雅ゾンタクラブローズデーチャリティーイベント参加 3月 24日 
4月 24日(火) 理事会  
5月 14日(月) ５月例会 京都ホテルオークラ 13 :00〜 

         性犯罪防止施策の推進の為の寄付金授与 10万円 京都府 
         ゲスト 新入会員根岸祥子氏 
5月 22日(火) 京都Ⅰゾンタクラブチャーター記念例会 参加 
5月 27日(日) 26地区エリア３第１０回エリアミーティング 参加 
5月 29日(火) 引継理事会 

  



［福井ゾンタクラブ］     会長：前川百合子   現会員数：18名     
4月 18日  福井クラブ例会       グランユァーズホテル    13名 
5月 16日    々               々         12名 

   26日  エリア３エリアミーティング リーガロイヤルホテル     2名 
   27日    々               々          7名 
 

［奈良ゾンタクラブ］     会長：畭 真夕美   現会員数：43名     
★ 4月理事会 4月 3日 （火） 17：30～ 

   ※ 4月例会内容 
    ※ 新委員会開催の件 
      ※ 国際大会委員会委員より報告・・・他 
★ 4月例会 4月 17日 （火） 17：30～  出席 35名 

※各委員会報告・・・会計・財務・広報・ 
世界大会委員より(黄色いばらのコサージュ作成依頼) 

※奈良地域振興部より「ムージクフェストなら 2018」についてお願い 
※ 理事会より報告 
※ 審議事項 

： 委員会構成について 
  ： 会計処理検討委員会 
※ バースデープレゼント・ニコニコ報告 

★ ５月理事会 5月 1日 （火） 17：30～  
※5月例会内容について 
※会計処理検討委員会の内容・国際大会の件・・・他 

★ ５月総会 ５月 22日 （火）17：30～  出席 35名  
※2017年度各委員会より事業報告 … 承認 
※2018年度  〃   事業計画（案）… 審議・承認 
※ 〃    〃   事業予算（案）…   〃 
※その他 
※世界大会について 
※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 24日（水） 通常例会 
場所：ウェスティン都ホテル 
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  国際大会ゾンタショップについて 

5月 15日（水） 通常例会 
場所：ウェスティン都ホテル  
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 
      国際大会ガラパーティー打ち合わせ（横浜ロイヤルパークホテルにて） 
・協議事項 国際大会における役員・理事・指名委員選挙について 
      国際ゾンタ規約(バイローズ)及び手続法の改正案について 
 

［大阪Ⅱゾンタクラブ］    会長：笠置伸子    現会員数：24名     
４月１２日（木）第 268回例会 
①エリアミーティング申し込み状況報告   ②エリアミーティング入金状況報告 
横浜国際大会の申し込みと割り当てられた役割の確認 

５月１０日（木）第 269回例会 
①横浜国際大会寄付の件   ②エリアミーティング  プログラム検討、名札、座席表、出席者確認、
配布物、食事、飲み物、マイク、コサージュ、その他細部の打ち合わせ 

［和歌山ゾンタクラブ］    会長：内田宮子    現会員数：13名     
4月例会 4月 15日（日） 
・ローズデーイベントの会計報告  ・吉岡会員による海外研修報告 
・エリアミーティングのプレゼンテーションについて ・横浜大会に向けた英会話レッスン  
5月例会 5月 20日（日） 
・JMK 奨学金 26地区賞（2016年）の湯浅沙吉子さんの表彰状授与式 

   
・和歌山ゾンタクラブ役員・委員 組織表 確定 
・年間スケジュールについて 
・エリアミーティングのプレゼンテーションについて 



 

 

【エリア３ クラブイベント】 

【奈良ゾンタクラブ】 
※ 新入会員 2名 オリエンテーションを実施 

 ※ 環境見学会   7名参加 
    日時： 2018年 4月 13日(金) 14 :00 

場所： 京エコロジーセンター     

                                        

※ゴールデン Z  4月 29日万葉短歌会に 9名参加 

 

【大津ゾンタクラブ】 
11月 3日 大津ゾンタクラブ 20周年記念式典 
12月 8日 第 20回大津ゾンタクラブクリスマスチャリティーバザー＆パーティ 
上記２大イベント決定しております。ぜひ滋賀県大津までお越しください。 

 

【金沢ゾンタクラブ】 
6/20 総会開催 
8/8  夜会例会 ビアガーデンにて懇親会 
 
 

 

 

 

 

［大津ゾンタクラブ］     会長：岡本曜子    現会員数：32名     
4月 12日 例会 琵琶湖ホテル 13 :30～ 

     2018-2019役員・理事の選出 
5月 10日 新旧合同理事会 琵琶湖ホテル 13 :00～ 

     現理事と新理事で情報交換と役割説明 
5月 20日 年次総会 琵琶湖ホテル 17 :30～ 

     会長交代、クラブ規約申し合わせ事項の確認等 
５月 27日 エリアミーティング リーガロイヤルホテル大阪 20名出席予定 
 
 

［奈良万葉ゾンタクラブ］   会長：坂井田 都   現会員数：23名    
4月 7日（土）４月理事会、例会   １１名出席  レストラン桑名 
4月 24日（火）橿原園喫茶ボランティア ２名参加   
5月 ２日（水）役員会         ６名出席  橿原市公民館分館 
5月 12日（土）５月例会        ９名出席  橿原市公民館分館 
5月 19日（土）２０１８年総会           橿原観光ホテル 
5月 27日（日）エリア３エリアミーティング ６名出席 リーガロイヤルホテル大阪 
 
 

［金沢ゾンタクラブ］     会長：桐畑真智子   現会員数：36名     
4/18 通常例会 ＠ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ金沢 
4/18 役員会 
4/19 日本女性会議分科会部会に参加 
5/9  役員会 総会打合せ 
5/16 通常例会 ＠ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ金沢 
5/16 日本女性会議分科会部会に参加 
5/27 エリア 3エリアミーティング IN大阪に参加 参加者７名 
5/28 横浜大会会場見学に参加 主催：大会委員会事務局 
 
 

［福井嶺南ゾンタクラブ］   会長：松本律子    現会員数：16名     
4月通常例会 
5月通常例会    
5月 15日 役員会 
5月 25日 総会  
 
 



 

【エリア３ クラブトピックス】 

 

☆京都Ⅱゾンタクラブ☆ 
京都Ⅱゾンタクラブ恒例の４月 18日今熊野観音寺での園遊会、多数の皆様のご参加有り難うございました。 

☆大阪Ⅱゾンタクラブ☆ 
4月 26日（木）18時～  第 6回ＡＭ実行委員会   澤井ＡＤ、京都雅高山様をお迎えし協議 
5月 13日（日）プログラム校正 
5月 17日（木）18時～  第 7回ＡＭ実行委員会   昼食にお出しするお弁当の試食、 

その他の事項の最終打ち合わせ 

☆福井嶺南ゾンタクラブ☆ 
（反省） 
3月のイベントが終わり、ホッと気が抜けた日々に不都合も重なり 
何も出来ない 4・5月でした。 
 

 
 

【エリア３ クラブ会員状況】 

 

京都Ⅰゾンタクラブ 

退会会員：原田雅子（4月 30日） 
 
 

京都Ⅱゾンタクラブ 

退会会員：2017年度末５月 神谷 治美氏 

新入会員：2018年度初６月 根岸 祥子氏(職業 同志社大学政策学部 准教授) 

 

福井ゾンタクラブ 

退会会員：4月 30日 水島秀晃氏 
 
 

和歌山ゾンタクラブ 

新入会員： 杉木 真弓 （郵便局局長） 
退会会員： 武知 薫子 
 
 

金沢ゾンタクラブ 

退会会員：若松典子、山下祐生（5月） 
 
 

 


