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1. 児童婚を終わらせる
2. “Zonta Says NO" "HeForShe"活動の推進
3. 「同⼀労働同⼀賃⾦」の法制化推進
4. ４つの奨学⾦全てに応募
5. 100周年に向けての活動展開
6. 会員増強

澄んだ夜空とうろこ雲に秋の訪れを感じるころとなり
ました。8 月 9 月は地震、台風、大雨と思いがけない災害
が続き、心を痛めております。我が家もあちこち被害を受
けましたが、未だ修理も完了せず片付かない状態です。
皆様いかがお過ごしでいらっしゃいますか？
さて、第 2 号エリア通信には各クラブイベントのご予定
が掲載されています。私も出来るだけ訪問させていただ
き、皆様にお目にかかれるのを楽しみにしています。
実りの秋となりますようクラブのご活躍をお祈りして
います。
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
☆８月
☆9/6 (木)

☆9/20(木)

会員数 22 名

理事会・例会休会
理事会 ・定足数についての審議
・会議の在り方について協議
・ガバナー通信、 エリア通信の配信について協議
・リーダーシップ開発委員会アンケート、合議の上返信
例会 ・理事会決定事項の承認
・年間スケジュールのお知らせ
・ユニセフバザーへの協力品取り纏め

京都Ⅰゾンタクラブ
会長 松本美智子
会員数 13 名
☆8 月
例会休会。
☆9/13(木） 静原寮奉仕 14:00～15:00 会員 参加 4 名 参加者約 90 名
おはぎとお抹茶のご奉仕。「虫の声」
「里の秋」など秋の歌を一緒に歌いました。
☆9/18(火） 12:00～14:30
京都Ⅰゾンタクラブ物故者慰霊祭・9 月例会 会員参加 10 名 他 2 名
京都Ⅱゾンタクラブ
会長 森本博子
会員数 42 名
☆8/8(月)
納涼例会 開晴亭 出席 28 名
2018 年度の寄付先決定
☆9/10(月) 例会
新入会員 根岸祥子氏講演「国際開発金融機関の役割と活動」
「リーダーシップ開発」に関するアンケートについて
10 月例会に白百合会代表者にきていただき活動報告していただく
11 月 移動例会 京都市動物園で副園長の講演、ベビーカーの贈呈

~1~

福井ゾンタクラブ
会長 清水瑠美子
会員数 15 名
☆8/29(水) 会員委員会
☆9/15(土) 臨時例会 退会会員について
☆9/19(水) 例会
新クラブ設立に関する情報について他
☆9/25(火) 臨時例会 チャリティーパーティープログラムについて
クラブ規定の改定について他
☆9/26(水) アドボカシー委員会（福井県国際交流会館の活動について他）
ゾンタの目的である奉仕活動とアドボカシー活動に会員が力を合わせて活動するための
協議＆情報収集
奈良ゾンタクラブ
会長 矢尾敬子
会員数 43 名
☆8/21(火)14:30～ 奈良ゾンタクラブ 30 周年第１回実行委員会
・記念事業の方向性について ・タイムスケージュール
☆9/10(月) 9:30～ 第 3 回理事会
・講師例会について・郊外例会について・30 周年実行委員会の設立
・ゾンタ賞について
☆9/18(火)17:30～ 9 月例会（ホテル日航奈良） 出席 35 名
・一般会計報告・奉仕会計報告・各委員会報告
❁講師例会：テーマ「女性と防災」
講師：自主防災防犯会会長 防災士 中澤哲也氏
・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
☆8/27(月) 18:00～20:00 納涼例会 「栩栩膳」祇園四条
・報告事項 ・審議事項 ・楽しくお食事
☆9/18(火) 18:00～20:00 通常例会 ウェスティン都ホテル京都
・報告事項 ・審議事項

会員数 11 名

大阪Ⅱゾンタクラブ
会長 内藤惠子
☆8/4(土)
・納涼会 平成淀川花火大会観賞（内藤会長宅にて）

会員数 24 名

☆9/13(木)

・第 272 回例会（リーガロイヤルホテル・ベラコスタにて）
元会員の萩原瑤子様による影響卓話 （童謡生誕 100 周年によせて）

和歌山ゾンタクラブ
会長 田中征子
会員数 13 名
☆8 月
（例会休会） 国際佐藤智美 web マスターに会員移動と現会員のフオームを送信。
☆9 月例会
・エリアミーテイングの役割の検討（羽藤会員が案を発表し各自に打診し決定）
・他クラブ案内を報告し、記念例会等のあるクラブの参加者確認。
大津ゾンタクラブ
会長 安本瑞枝
☆9/3(月)
納涼会及び新入会員歓迎会 京都円山公園『左阿彌』にて
（台風の為、8/23 から延期に）
☆9/13(木)
理事会及び例会 20 周年記念の会の準備など

会員数 33 名

奈良万葉ゾンタクラブ
会長 関 美津代
☆8 月
例会
休会
☆8/3(金) 理事会 市立公民館分館
6名
☆9/8(土) 例会 移動例会【志摩観光ホテル】会員研修会 8 名
『百条委員会について』吉村姉
☆9/17(月) 委員会 市立公民館分館（会計・財務）5 名
☆9/26(水) 奉仕活動 社会福祉法人橿原園 喫茶ボランティア 2 名
☆9/30(日) 理事会 役員会

会員数 16 名
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金沢ゾンタクラブ
会長 井口千夏
☆8/ 8(月) 夜会例会 ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ金沢 ビアガーデン・・・１7 名
☆9/ 3(月) 日本女性会議 国際 最終打ち合わせ・・・4 名
☆9/19(水) 通常例会・・・ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ金沢・・・20 名、オブザーバー1 名
役員会・・・3 名
福井嶺南ゾンタクラブ

会員数 34 名

会長 松本律子
会員数 18 名
8/18㈯ 高浜町城山海水浴場にて
いつもの例会を、会員である児玉氏の営む浜茶屋にて、家族も含めて BBQ とい
うかたちで行いました。昨年同様、たくさんのお料理に会員一同感激しながら和
やかな雰囲気の中、いろいろな意見交換もでき、今後の活動についてなど、とて
も有意義な例会となりました。

【クラブイベント】
大阪Ⅰゾンタクラブ
☆10/18(木) 例会 ・会員卓話 眼科医 行岡陽子
☆11/15(木) 例会 ・移動例会＜有馬行＞
☆12/20(木) 例会 ・クリスマス家族例会＜サイレントオークション等＞
京都Ⅰゾンタクラブ
☆11/7(水) 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 10:00～15:00
チケット 5,000 円（バザー出店会場・寄贈品コーナー・お食事・お茶席・ゾンタサロンを含む）
ゾンタサロン 「きらめくアンサンブルの一時」13:00～14:00
Drei Violette（ドライ フィオレッテ） 桑原真紀子（ソプラノ）久能由紀子（ソプラノ）松永三保（ピアノ）
京都Ⅱゾンタクラブ
☆12/10(月) アメリアイアハート記念講演会 大阪航空管制官（女性）による講演会
福井ゾンタクラブ
☆12/4(火) 18:30～20:50 第 32 回 チャリティーパーティー
会場 ザ・グランユアーズ 3 階 天山の間
奈良ゾンタクラブ
☆11/16(金) 金曜トークサロン 第 40 回記念
ゾンシャンていだん ～奈良ゾンタクラブからのメッセージ～
☆12/7(金) 30 周年特別企画
東大寺教学執事 上司 永照様による「講演・声明・他」
大津ゾンタクラブ
☆11/3(土) 20 周年記念の会 琵琶湖ホテルにて
第 1 部 14:00～ 記念演奏 玉井菜採ヴァイオリンリサイタル
第 2 部 17:00～ 記念式典＆祝宴
☆12/8(土) 第 19 回チャリティークリスマス バザー＆パーティー 琵琶湖ホテルにて
大阪Ⅱゾンタクラブ
☆11/3～4 秋のゾンタ旅行（山中湖）
☆2/3(日) チャリティーコンサート（リーガロイヤルホテル桂の間にて）
和歌山ゾンタクラブ
☆11 月例会にアイルランド出身のシャロン様を迎えて勉強会の予定。
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奈良万葉ゾンタクラブ
☆11/10(土) 正倉院展 呈茶席
☆11 月
チャーター例会
☆12/22(土) 第 8 回チャリティーバザー

於：橿原観光ホテル

金沢ゾンタクラブ
☆10/12(金)～14(日) 日本女性会議 2018in 金沢
☆10/15(月) 移動例会・講演会
☆11/ 3(土) 児童虐待防止ｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝに参加
☆11/11(日) ｽﾍﾟｼｬﾙｵﾘﾝﾋﾟｯｸｽ日本石川 特別記念事業アンサンブルコンサートに参加
☆12/ 5(水) 金沢ｿﾞﾝﾀｸﾗﾌ ﾁｬﾘﾃｲ Xmas ﾊﾟｰﾃｲ開催・・ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ
福井嶺南ゾンタクラブ
☆10 月より 期間限定で 金ヶ崎緑地にて開催予定の、【 敦賀港イルミネーション ミライエ 】が、回を重ねるご
とに人気が集まり、毎年県内外から大勢の方がお越しになるイベントとなっており、今年は福井嶺南ゾンタクラブ
として出店を計画しております。次回の例会にて、詳細の確認、準備等を議題にあげ、検討する予定です。

【クラブトピックス】
大阪Ⅰゾンタクラブ
☆10/9（火) 午後 6 時～「 故 佐々木静子会員を偲ぶ会」 於リーガロイヤルホテル中之島
会費 10,000 円 出席ご希望の方は至急 AD 上田までメール,携帯でお申し込みください。
大津ゾンタクラブ
☆11/3(土) に出演の玉井菜採さん（ヴァイオリニスト）は、横浜国際大会の
メモリアルサービスで感動を呼ぶ演奏をされた方です。
大阪Ⅱゾンタクラブ
☆9/23(日) 銭太鼓・ハンドベルの練習（宮本会員宅にて）
☆12/7(金) 保育園訪問（銭太鼓・ハンドベル披露）
金沢ゾンタクラブ
加葉田会員・・・経済活動省受賞（新聞掲載）
福井嶺南ゾンタクラブ
☆9/2㈰ 敦賀まつりにて
おまつり広場でかき氷の出店をしました。今年は猛暑の為、
毎月の駅前ふれあい市でもかき氷は大好評なのですが、【北
陸道総鎮守越前国一之宮 氣比神宮】のおまつりとあって、
予想以上の大盛況で、予定をかなりオーバーした時間の活動となりました。
福井嶺南ゾンタクラブを沢山の方々に認知していただく良い機会となりました。

【会員状況

エリア 3 全会員数 308 名】

福井ゾンタクラブ
☆退会会員(3 名) 山崎まり子、前川百合子、粒崎 幸夫
奈良万葉ゾンタクラブ
☆新入会員(1 名) 薮下邦子
☆退会会員(1 名) 松本百合子
金沢ゾンタクラブ
☆退会会員(2 名) 矢津光子、安田和子
第 11 回エリアミーテイング
2019 年 5 月 11 日（土）
和歌山マリーナシティホテルにて
＊勉強会について
講師のご推薦やご希望事項がありましたら
AD 上田恵子までお知らせください。
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おめでとうございます
福井 FINE ゾンタクラブ
Club № 1982
2018 年 9 月 25 日
認証されました
国際ゾンタ加盟認証状伝達式
認証式典・祝宴
2018 年 12 月 9 日(日)
会長 粒崎幸夫

