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パシフィコ横浜で開催された第 64 回国際ゾンタ世界大会を無事に終え、いよいよ 2018 年度が始まり、
ゾンタ創立 100 周年に向けての活動が展開されています。木下ガバナーご指導の下、地区理事会に参画
ガバナーの方針に沿い、2 年間エリアディレクターを務めさせていただきます。
有意義で楽しいゾンタ活動ができますよう精一杯努めてまいる所存です。
皆様のお力添えどうぞよろしくお願いいたします。
エリア 3 エリアディレクター 上田恵子

【活動報告】
大阪Ⅰゾンタクラブ
会長 大西治代
☆6/7 （木） 理事会：新旧役員引継ぎ 29 年度会計報告及び３０年度予算審議
☆6/21（木） 例会：会計報告及び予算審議後承認 会員所属委員会の発表 新入会員入会式
☆7/5 （木） 理事会：世界大会出席報告
☆7/19（木） 例会：世界大会出席報告 委員会報告
京都Ⅰゾンタクラブ
会長 松本美智子
☆6/12(火) 定例総会
12：00～14：30 ザ・パレスサイドホテル 2 階 参加 10 名
☆6/13(水) 静原寮奉仕 14：00～15：00 参加 4 名 茶菓のおもてなし 季節の歌、カラオケ
☆6/26(火) チャリティーバザー 会場 ANA クラウンプラザホテル京都下見 参加 7 名
☆6/28(木)～７/3（火）横浜国際大会 参加 6 名
☆6/28(木) President’s Dinner お手伝い 2 名参加
☆6/30(土) 姉妹クラブ交流 台湾・高雄 ZC 7 名 仙台 ZC 6 名、山形 ZC 2 名、京都ⅠZC 3 名
☆7/７ (土) 国際会長ほか海外ゾンシャンとの交流会 13：00～15：00 於：京料理 花郷
参加 31 名 海外より 12 名、国内 19 名うち京都ⅠZC より 1 名
☆7/10(火) 7 月例会・臨時総会 12:00～14：30 ザ・パレスサイドホテル 2 階 出席 10 名
京都Ⅱゾンタクラブ
会長 森本博子
☆6/11(月) 6 月例会 奨学生 奥西豊子氏に奨学金授与
☆6/14（木)「輝く女性応援京都会議」（京都日航プリンセス）2 名参加
☆6/28(木)「池上彰と考える、女性活躍のためのリカレント」（みやこホール） 2 名参加
☆6/28(木)～7/3（火）横浜世界大会 横浜パシフィコ 32 名登録 （30 名参加）
☆7/5（木）シスタークラブ ヴィクトリアから 3 名来京 夕食会 5 名参加
☆7/7（土）バッハヴィッツ国際会長とドイツゾンシャン 13 名来京 親睦昼食会 5 名参加
福井ゾンタクラブ
会長 清水瑠美子
☆6/20(水) 総会 2017 年度 事業報告 ・ 2017 年度 決算報告
2018 年度 事業計画 ・ 2018 年度 収支予算案
例会 会長交代式 副会長・会計・書記 各種委員会委員長就任
☆6/29(金)～7/3（火） 国際ゾンタ第 64 回横浜コンベンション参加 13 名
☆7/18（水）例会
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奈良ゾンタクラブ
会長 八尾敬子
☆6/5 (火) 9:30～ 第１回理事会
バイローズ検討・100 周年記念への寄付について・次期国際会長スザンヌ氏との交流
☆6/19(火) 17: 30～ 6 月例会（ホテル日航奈良）出席３５名
各委員会報告
奈良県奈良地域留学生交流推進会議出席・７月講師例会（会員による肌老化対策等）
2017 年度会計監査報告・ゴールデンＺクラブ活動報告・バースデープレゼント
ニコニコ報告
☆7/10(火) 9:30～ 第 2 回理事会
奈良ゾンタクラブ３０周年実行委員会立上げについて
☆7/17(火) 17:30～（ホテル日航奈良）７月例会 出席３５名
世界大会報告・モンゴルとの交流報告・スザンヌ国際会長一行様交流報告
震災孤児を見守る会の夕食会報告・ゴールデンＺクラブサミット報告
外国人留学生スピーチコンテスト審査員報告
❁講師例会：テーマ「肌老化と対策」講師：再生美容サロン 小林美由紀姉
・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 阿蘇和代
☆6/13(水) 18:00～20:00 例会 場所：ウェスティン都ホテル京都
項目：報告事項・協議事項
☆その他、国際大会準備作業の為数回の会合を開く
☆7/11(水) 18:30～20:30 例会 場所：ウェスティン都ホテル京都
項目：報告事項・協議事項・ゲスト招聘
大阪Ⅱゾンタクラブ
会長 内藤惠子
☆6/14(木) リーガロイヤルホテル大阪 ベラコスタにて２７０回例会
国際大会に持って行くタスキ、バッジの配布、それぞれの役割確認
☆6/24(日) 芦屋コンモプリュス エリアミーティング慰労会
☆7/12(木) 同上２７１回例会
和歌山ゾンタクラブ
会長 田中征子
☆6/17(日 ) 6 月例会
会長の交代式を行った。
羽藤理事より世界大会のマナーなどの注意ごと、スケジュールの説明を勉強会として行った。
☆7/15(日) 7 月例会
横浜世界大会の感想を各自述べた。
（出席者 5 名）
年間スケジュールの検討。
会則の見直し検討を打診。8 月中に行う予定。
大津ゾンタクラブ
会長 安本瑞枝
6 月より始まりました新しい会期は、まず第 64 回ゾンタ国際大会 in 横浜に参加することでした。
大津からは、会員 19 名に加えてゲストとして 4 名の参加で、大いに盛り上がりました。
ゾンタストアにも、京都や大津のお菓子・カバン・アクセサリーなど出品いたしました。
奈良万葉ゾンタクラブ
会長 関 美津代
☆6/5 (火) 理事会
橿原観光ホテル
☆6/16(土) 例会
橿原観光ホテル
☆6/27(水) 奉仕活動 社会福祉法人 橿原園 喫茶ボランティア
☆7/14(土) 理事会
11 時～ 橿原観光ホテル
例会
12 時～15 時 橿原観光ホテル
☆7/25(水) 奉仕活動 社会福祉法人 橿原園 喫茶ボランティア
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金沢ゾンタクラブ

会長 井口千夏

☆6/12(火) 理事役員会・・・１０名
☆6/26(火) 日本女性会議 実行委員会・・・１名
☆6/27(水) 役員新旧引継ぎ・・・・８名
☆6/28(木)～7/3(火) 横浜国際大会・・・・・19 名
☆7/9(月)

横浜大会の報告書作成・・・３名

☆7/11(水) 日本女性会議分科部会・・・１名
☆7/18(水) 通常例会・・・ANA ｸﾗｳﾝﾌﾗｻﾞﾎﾃﾙ金沢
福井嶺南ゾンタクラブ
☆6/13(水) 例会
☆6/29(金)～ 横浜国際大会参加
☆7/11(水) 例会

会長 松本律子
5名

ご近所に不幸があり 2 人不参加

【クラブイベント】
大阪Ⅰゾンタクラブ
☆9/20 (木) 例会 メンバーに依る卓話 ☆10/18(木)例会 メンバーに依る卓話
☆11/15(木) 移動例会 有馬
京都Ⅰゾンタクラブ
☆11/7（水）10:00～15:00 第 52 回チャリティーバザー 於：ANA クラウンプラザホテル京都
ゾンタサロン 13:00～14:00「（仮題）Drei Violette コンサート」
演奏者 桑原真紀子（ソプラノ）久能有希子（ソプラノ）松永三保（ピアノ）
京都Ⅱゾンタクラブ
☆8 月例会 納涼例会（開晴亭）☆9 月例会

新入会員のスピーチ

福井ゾンタクラブ
☆8/29(水) 納涼会 於：グラン・ユアーズ（茜の間 栄の間）
大阪Ⅱゾンタクラブ
☆8/4(土) 納涼会 淀川花火 会長宅 ☆9/13(木) 卓話 元会員 萩原様 音楽療法など
大津ゾンタクラブ
☆11/3（土）20 周年

☆12/8（土）クリスマスチャリティーパーティー＆バザー

奈良万葉ゾンタクラブ
☆8 月休会 ☆9/8（土）移動例会 志摩観光ホテル
☆10/13（土）樫原神宮夢の森フェイスティバル参加（フリーマーケット）
金沢ゾンタクラブ
☆8/8(水) 夜会例会 ANA クラウンプラザホテル 金沢ビアガーデン
☆10/12(金)～14(日)日本女性会議 2018in 金沢
☆10/17(水) 移動例会
福井嶺南ゾンタクラブ
☆8/5(日) 敦賀駅前ふれあい市出店 かき氷販売 ☆8/18(土) 高浜町にて家族例会 バーベキュー
☆９月
敦賀まつり 出店予定 かき氷販売

【クラブトピックス】
大阪ⅠZC
☆クラブチャーターメンバーの佐々木静子様が 7 月 19 日永眠され、家族葬を済まされました。
偲ぶ会を 10 月に予定。詳細は 10 月 1 日発刊の第 2 号にてお知らせいたします。
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奈良 ZC
☆震災孤児を見守る会の夕食会
6 月 30 日横浜市にて
奈良ゾンタ会員 4 名出席
☆モンゴルとの交流会
7 月 1 日 横浜中華街にて モンゴル 9 名
モンゴルとの交流会
奈良 ZC 会員 17 名出席
☆スザンヌ国際会長一行様奈良訪問
7 月 8 日ドイツミュンヘン ZC 11 名 奈良 ZC 19 名出席
京都雅 ZC
☆6 月 28 日～7 月 3 日

国際会長一行様奈良訪問

第 64 回横浜国際大会 全会員参加

大阪ⅡZC
☆7 月例会は 19 名参加で 82．6％の出席率
エリアミーテイングでクラブが団結した。
京都雅 全会員参加
和歌山 ZC
☆第 64 回横浜国際大会 全会員参加 意識向上に役立つ良い機会であった。
奈良万葉 ZC
☆第 64 回横浜国際大会 9 名参加 ☆7/12 奈良新聞 奈良日日新聞社 表敬訪問
金沢 ZC
☆浅井暁子会員
影絵でおはなしクラシック
ブレーメンの音楽隊
作曲・編集

浅井暁子会員 作曲・編集

【会員状況 エリア 3 全会員数 289 名】
クラブ名

入会者

退会者

井上みつよ

川田喜代子
佐々木静子
藤井次子

現会員数

クラブ名

入会者

退会者

現会員数

22 名

大阪Ⅱ

24 名

13 名

和歌山

13 名

42 名

大津

福井

18 名

奈良万葉

奈良

43 名

金沢

11 名

福井嶺南

大阪Ⅰ

京都Ⅰ
京都Ⅱ

京都雅

根岸祥子

仲井洋子

神谷治美

33 名

山﨑清美
＊欄外記

16 名
36 名

布谷文子
塩濱緑

18 名

＊奈良万葉 ZC 退会者：泉岡喜美子・植山美知子・川口万里子・藤田節子
藤本眞喜子・西辻幸子・河合みどり

第 11 回エリアミーテイングは
美食と絶景に癒される
海辺のリゾートホテル
和歌山マリーナシティホテルにて
開催いたします。
皆様のご参加をお待ちしております。
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お待ちしています、

みなさ まのご参加 を

