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早や師走となり、2018 年度がスタートしてから、
あっという間に６ケ月が過ぎようとしています。
街には、クリスマスツリーが輝き、あちこちの
クラブから楽しいご案内をいただき、皆様にお会
いできるのを楽しみにしています。
年末に向け何かとお忙しくなられることと存
じますがお身体をご自愛くださいませ。
年内お世話になりありがとうございました。
来年も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

2018-2020 年

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

【活動報告】
大阪Ⅰゾンタクラブ
会長 大西治代
会員数 22 名
☆10/4(木) 理事会 ・ゾンタ 100 周年助成金及びアメリアイアハート奨学金について審議
・チャリティーイベント及び合同新年会について協議
☆10/21(木) 例会 ・理事会決定事項の承認
2019/1/17 大阪 II ゾンタクラブと合同例会
2019/3/7 ゾンタローズデーチャリテーイベントと決定
・委員会報告 エリア 3 アドボカシー委員会勉強会 2019/ 2/2 に行う
☆11/1(木) 理事会 ・ロバート法の勉強会について審議
・12 月例会内容について協議
☆11/15(木) 移動例会＜有馬温泉＞
・ロバート法の勉強会は外部講師を招き行うと決定
・12 月例会は家族、友人と共にする ：サイレントオークション、ビンゴ等
京都Ⅰゾンタクラブ
会長 松本美智子
会員数 13 名
☆10/16(火) 例会 12：00～14：30 出席 10 名 於：ANA クラウンプラザホテル
試食ほかバザーに向けての相談
☆11/6(火) 例会 13：00~15:00 出席 9 名 於：ANA クラウンプラザホテルバザー前日準備
☆11/7(水) チャリティバザー 8：30～15：00 於：ANA クラウンプラザホテル
出席 11 名 参加者 363 名 バザー、コンサート、茶席ほか
京都Ⅱゾンタクラブ
会長 森本博子
会員数 41 名
☆10/9(火). 例会
2004 年度奨学生 黄暁苓氏 挨拶
白百合会の歴史と活動報告 施設長 楠りつこ氏
☆11/14(水) 移動例会（京都市動物園 レクチャールーム）
ベビーカー3 台贈呈式
「生物多様性への寄与、京都市動物園の取組」 副園長・獣医師 坂本英房氏
福井ゾンタクラブ
会長 清水瑠美子
会員数 14 名
☆10/17(水) 例会
☆11/13(火) 大津ゾンタ２０周年記念の会参加
☆11/21(水) 例会
12/4 チャリティパーティー開催に向けて会員が担当するプログラムについて準備を進める。
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奈良ゾンタクラブ
会長 矢尾敬子
会員数 43 名
☆10 /1(月) 11：30～ 赤い羽根共同募金・式典 近鉄奈良駅前にて
☆10 / 2(火) 9：30～ 第４回理事会
・新入会員の歓迎会・100 周年記念助成金の募集について
・３０周年記念事業の方針とテーマについて
☆10 /10(水) 奈良県民会議「がん検診をうけよう」参加
☆10 /16(火) 17：30～ 10 月例会（ホテル日航奈良） 出席 33 名
・各委員会報告・姉妹クラブ交流委員会より報告・新入会員（菊岡姉 山口姉）歓迎会
☆11 / 6(火) 10：00～ 第５回理事会
・30 周年記念プレ事業について・チャリティイベントについて
☆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
上田トクヱ氏（国際ゾンタ 26 地区元ガバナー）
島本郁子氏（奈良県立医科大学臨床教授）
島本太香子氏（奈良大学社会学部教授）
☆11/20(火) 郊外例会（大阪造幣局工場、博物館見学、昼食 旧桜ノ宮公会堂）出席 27 名
☆11/25(日)～26(日) 姉妹クラブ仙台Ⅰゾンタクラブと交流
・奈良から仙台へ 13 名参加
京都雅ゾンタクラブ
会長 阿蘇和代
会員数 11 名
☆10/22(月) 例会 18 :00～20 :30
場所：ウェスティン都ホテル京都 千草Ⅱの間
概要：報告事項・協議事項＝ローズデーについて
☆11/21(水) 例会 18 :00～20 :30
場所：ウェスティン都ホテル京都 千草Ⅱの間
概要：報告事項・協議事項＝４クラブ新年懇親会の準備
大阪Ⅱゾンタクラブ
会長 内藤惠子
会員数 24 名
☆10/11(木) 例会 衣服と人間の関係―坂本会員による卓話
☆11/3(土)~4(日) 移動例会 山中湖１泊旅行
富士山は見られずでしたが、紅葉真っ盛りで、素晴らしい景色でした。
和歌山ゾンタクラブ
会長 田中征子
会員数 13 名
☆10/21(日) 例会 ・クラブの封筒作成について検討し(A4）作成することに決定。10 月末出来上がった。
・エリアミーテイングについて羽藤実行委員長が、詳しく説明を行った。
・クラブ会則を見直して作成し会員に配布した。
☆11/18(日) 例会・シリーズ・世界の女性、日本の女性
アイルランド出身のシャロン・ドゥリーさんをお迎えし
アイルランドのお話をしていただいた。
・羽藤会員によりエリアミーテイングの注意事や説明
（4 月まで毎月予定）
・他クラブのクリスマス等の案内を回覧した。
大津ゾンタクラブ
会長 安本瑞枝
会員数 33 名
☆10/ 4(木）理事会
☆10/11(木）例会
☆11/ 2(金） 臨時例会 20 周年祝賀会の準備その他
☆11/12(月）例会 チャリティークリスマスバザー＆パーティーの役割について・準備
☆11/19(月）臨時理事会 新入会員について
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奈良万葉ゾンタクラブ
会長 関 美津代
会員数 16 名
☆10/1(月) 理事会
☆10/13(土) 橿原夢の森フェスタフリーマーケット出店 8 名
☆10/20(土) 例会・橿原観光ホテル 10 名 21(日）アドボカシー橿原市防衛協会講演会参加 8 名
☆10/24(水) 奉仕活動 社会福祉法人橿原園喫茶ボランティア 2 名
☆11/3(土) 大津ゾンタ 20 周年参加 4 名
☆11/6(火) 委員会（財務・会計）市立公民館分館 7 名 ☆11/10(土) 正倉院展呈茶席 10 名
☆11/15(木) 理事会 6 名 ☆11/17(土) 例会 橿原観光ホテル 10 名
☆11/26(月) 委員会 6 名 ☆11/28(水) 奉仕活動 社会福祉法人橿原園 喫茶ボランティア 2 名
金沢ゾンタクラブ
会長 井口千夏
会員数 33 名
☆10/12(金)～14(日) 日本女性会議 2018in 金沢・・・23 名
☆10/15(月) 移動例会・講演会・・・17 名
☆10/18(木) 第 2 回 Xmas ﾊﾟｰﾃｲ実行委員会・・・11 名
☆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・・・6 名
☆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・・・5 名
☆11/14(水) 日銀金沢支店視察・・・13 名
福井嶺南ゾンタクラブ
☆11/3(土) 大津ゾンタクラブ 20 周年 出席しました。

会長 松本律子

会員数 18 名

福井 FINE ゾンタクラブ
会長 粒﨑幸夫
会員数 27 名
☆9/29(土) 福井パレスホテルにて設立総会を開催しました。
安田多賀子センチュリアン、上田恵子エリア３ＡＤ、澤井早和乃エリア３直前ＡＤ、その
他京都雅ゾンタクラブの皆さまをお迎えし、盛大に行われました。

【クラブイベント】
京都Ⅱゾンタクラブ
☆12/10(月) 12 月例会 アメリア・イアハート記念講演会
「空と私―航空管制の仕事―」 国土交通省 品川奈都未氏
☆2019/1/23 4 クラブ合同新年懇親会 ウェステイン都ホテル京都
福井ゾンタクラブ
☆12/4(火) 第 32 回 Xmas チャリティパーティー開催
☆1/21(月) 新年会予定
奈良ゾンタクラブ
☆12 / 7(金) チャリティイベント 30 周年特別企画 「東大寺深発見」上司永照師講演
☆2019/1/ 15(火) アメリア・イアハート記念例会 木下ガバナー講演
京都雅ゾンタクラブ
☆新年懇親会 「京都ⅠZC・京都ⅡZC・大津 ZC・京都雅 ZC」
日時：2019 年 1 月 23 日（水）18:00～20:30 （例会：17:00～18:00）
場所：ウェスティン都ホテル京都 葵殿
☆ローズデー チャリティイベント「朗読会」
日時：2019 年 3 月 21 日（木）14:00～
場所：ウェスティン都ホテル京都
和歌山ゾンタクラブ
☆今期のローズデーは、2019 年 3 月 3 日にエリア３AD の上田恵子様を迎え行います。
大津ゾンタクラブ
☆12/ 8(土) 第 19 回チャリティクリスマス バザー(14:00～)＆パーティー(17:00～) 琵琶湖ホテルにて
奈良万葉ゾンタクラブ
☆1/16(水) 新春例会
金沢ゾンタクラブ
☆12/1(土) 被害者支援サポートセンターのフォーラム
☆12/5(水) 金沢ゾンタクラフ チャリテイ Xmas ﾊﾟｰﾃｲ開催・・ANA クラウンプラザホテル金沢
☆1/16(水) 拝賀例会
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【クラブトピックス】
大阪Ⅰゾンタクラブ
☆大阪市「夕陽丘基金」（DV の防止及び被害者保護と自立支援）より感謝状をいただきました。
京都Ⅰゾンタクラブ
☆私たちの HP を是非ご覧下さい。http://www.eonet.ne.jp/~kyoto1-ｰ zonta/
京都Ⅱゾンタクラブ
☆11/3(土) 大津ゾンタクラブ 20 周年記念の会 ソムクラブとして 11 名参加
福井ゾンタクラブ
☆福井市女性活躍推進課へ訪問し女性と子供の県内事情の確認
☆福井県ワンストップ支援センターへ訪問し支援協力について協議
☆福井県国際交流会館で ISTS 機運醸成青少年海外派遣交流事業について情報収集を実施した。
奈良ゾンタクラブ
☆奈良ゾンタクラブ会員 島本太香子姉が奈良県初女性公安委員会委員になられました。
2018 年 10 月 23 日～2021 年 10 月 22 日任期
京都雅ゾンタクラブ
☆不要衣類品（新、古品）を 4 ケース寄贈 （ウイメンズネット・こうべ）
和歌山ゾンタクラブ
☆山口泰子会員による第 17 回愉しい食卓フェアーがリーガロイヤル「桂の間」において開催され、
Xmas セミナーでは、清水千代一氏（丹波焼陶芸家）
西尾智治氏（辻学園調理製菓専門学校 西洋料理教授）
山口泰子氏（食空間プロデュサー） により
器や、イタリアの話、Xmas カラーについてそれぞれ行われた。
大津ゾンタクラブ
☆11/3(土) 大津ゾンタクラブ 20 周年記念音楽会・式典・祝賀会にはたくさんのゾンシャンにおいで頂
き、ありがとうございました。京都Ⅱ（SOM クラブ）と盛岡（姉妹クラブ）の方々にも出し
物で花を添えて頂き、楽しさいっぱいの『誕生パーティー』になりました。感謝申し上げます。
奈良万葉ゾンタクラブ
☆11/25(日) マミバレエスタジオ発表会 後援団体として手伝い

【会員状況 エリア 3 全会員数 308 名】
京都Ⅱゾンタクラブ
☆退会会員(1 名) 長谷ますみ(ご逝去されました)
福井ゾンタクラブ
☆退会会員(1 名) 米村美智子
金沢ゾンタクラブ
☆退会会員(1 名) 新田留津
～国際ゾンタ２６地区エリア３アドボカシー講演会のお知らせ～
演題：
「ストップ・ザ・児童婚」
日時：２０１９年２月２日(土） １４：００～１６：００
場所：アットビジネスセンターPREMIUM 大阪駅前(JR 大阪駅から２分 梅田スクエアビル１２階）
講師：佐藤摩利子国連人口基金東京事務所所長
参加費：１０００円（予定）
２０１８～２０２０年度国際ゾンタ年度目標”女性と女児の権利拡大を目指す
奉仕・アドボカシーへの取り組み”の一環として上記講演会を開催いたします。
詳細は後日改めてお知らせ申し上げますが、各クラブ委員の皆様はもちろん５人以上のメン
バーの皆様のご参加を是非お願い申しあげます。
２６地区アドボカシー委員長 神部 眞理子
エリア３アドボカシー委員長 行岡 陽子（大阪１ゾンタクラブ）
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