Zonta International District 26 Area 3

エリア通信
国際ゾンタ 26 地区 エリア 3

第４号

エリアディレクター 上田恵子
TEL:06-6383-0315 FAX:06-6383-8020
D26area3director@zonta-d26.jp

国際ゾンタ２６地区目標 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

2019 年
2 月 1 日発行

新春万福。１月 23 日ＡＤクラブ訪問として、京都Ⅰ、
京都Ⅱ、雅、大津ゾンタクラブの例会・新春合同親睦会
に寄せていただきました。充実した例会，格調ある楽し
い新年の集い、さすがと敬服いたしました。
今年は、順次クラブ訪問を進め、皆様とお会いできる
ことを楽しみにしています。
ご協力、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】
会長 大西治代
会員数 22 名
・『Crowdrise Charity Challenge』キャンペーン参加について審議
・チャリテイーイベント及び合同新年会について競技
・ロバート法勉強会 4 月例会で行うと決定
☆12/20(木) 例会
・Christmas 例会
ビジター11 名参加
・理事会決定事項の承認 ：1/17 大阪 II ゾンタクラブと合同例会
：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 2/2 に行う
☆1/10(木) 理事会 ・2/2 『児童婚の終焉を目指して』講演会詳細打ち合わせ
・チャリテイーイベント 詳細打ち合わせ
☆1/17(木) 例会
・大阪 IIZC との合同例会 於 花外楼北浜本店
卓話 ＜乳癌に纏わる話＞ 講師 中村真由美氏
京都Ⅰゾンタクラブ
会長 松本美智子
会員数 13 名
☆12/18(火) 柊家旅館にて 12 月例会 賛助会員の方々と夕食・懇親会
西村時枝姉のお誕生日のお祝いをいたしました。
☆1/23(水) ウエスティン都ホテル京都にて 4 クラブ（京都Ⅰ・Ⅱ・雅・大津）の新年合同親睦会
1 月例会にはエリア３AD 上田恵子様がお越し下さいました。
京都Ⅱゾンタクラブ
会長 森本博子
会員数 41 名
☆12/10(月) 12 月例会 アメリア・イアハート記念講演会
「空と私―航空管制官の仕事」国土交通省 品川奈都未氏 他クラブより 5 名参加
☆1/23(水) 1 月例会 4 クラブ合同新年懇親会
福井ゾンタクラブ
会長 清水瑠美子
会員数 14 名
☆12/8(金) 福井ゾンタクラブ 第 32 回 Xmas 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
（岡澤副ガバナー、上田 AD はじめ各ゾンタクラブの方々のご参加を頂きありがとうございました）
寄付贈呈 福井県 すべての女性の活躍推進に向けて
福井市 すべての女性が個性と能力を発揮できる福井に向けて
福井済生会 ワンストップ支援センター「ひなぎく」へ
奈良ゾンタクラブ
会長 矢尾敬子
会員数 43 名
☆12/4(火) 第 6 回理事会
・新春シンポジウム（奈良大学にて島本太香子姉講義・ゴールデンＺクラブと連携）について
・30 周年プレ事業として 3/8 ローズデーについて検討
・100 周年助成金選考委員会の開催について
大阪Ⅰゾンタクラブ
☆12/6(木) 理事会
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☆12/7(金) 東大寺金鐘ホールにて 約 300 名参加
・チャリティーイベント 30 周年特別企画「東大寺深発見」上司永照師講演
☆12/18(火) 12 月例会（ホテル日航奈良） 出席 35 名
・一般、奉仕会計中間報告・各委員会報告・特別委員会報告
・100 周年助成金選考委員会報告
・30 周年実行委員会報告（市長によるローズデー宣言の働きかけ）
・クリスマスプレゼント交換
☆12/28(金) かかしの家お餅つき大会(ゾンタ会員 3 名 GZ クラブ 4 名参加)
☆1/8(火) 第 7 回理事会
・環境委員会より防災セミナーⅡの開催について
・30 周年実行委員会報告
（3/8 ローズデー時計寄贈、奈良市長 3/8 国際女性デー宣言了承）
☆1/11(金) 新春シンポジウム（奈良大学にて）
奈良大学生徒約２００名、 ゾンタ会員１３名参加
・会員島本太香子奈良大学教授の講義、
現ゾンタ会員でゴールデンＺ出身 菊岡姉スピーチ
☆1/15(火) アメリア・イアハート例会（ホテル日航奈良） 出席 33 名
・各委員会報告・特別委員会報告・100 周年助成金選考委員会報告
・アメリア・イアハート記念講演講師：
国際ゾンタ２６地区ガバナー 木下彰子様
「私の歩んできた道」講話
☆1/20(日) 第 33 回ふれあい宣言タイムマラソン大会 協賛 ；奈良ゾンタクラブ ７名参加
京都雅ゾンタクラブ
会長 阿蘇和代
会員数 1１名
☆12/10(月) 忘年例会
場所：花八代 ①報告
②協議
☆1/23(水) 新春合同親睦会「京都ⅠZC、京都ⅡZC、大津 ZC、京都雅 ZC(当番クラブ)」
場所：ウェスティン都ホテル京都 東館 4F 葵殿
①報告
②協議
例会後懇親会：岡澤則子 LT ガバナー、上田恵子 AD ご両人を招聘

大阪Ⅱゾンタクラブ
会長 内藤惠子
会員数 2４名
☆12/7(金) 水上隣保館 山崎保育所 訪問 銭太鼓とハンドベル演奏 寄付金授与
☆12/8(土) ラ‣ペティロアラブッシュで忘年会 18 名参加、おいしいフランス料理を堪能しました。
☆1/17(木) 花外楼本店 大阪 I と合同新年会
和歌山ゾンタクラブ
会長 田中征子
会員数 13 名
☆12/16 (日) 例会（忘年会兼） 例会後 理事会開催
☆1/16(水) エリアミーティング準備委員会の後、理事会開催
☆1/ 20(日) 例会 (新年会兼)
大津ゾンタクラブ
会長 安本瑞枝
会員数 35 名
☆12/4(火) 福井ゾンタクリスマスチャリティパーティー 1 名参加
☆12/5(水) 金沢ゾンタクラブチャリティーパーティー
3 名参加
☆12/6(木) 例会 （クリスマス会の準備）
☆12/7(金) 奈良ゾンタクラブ 30 周年記念企画「東大寺深」2 名参加
☆12/9(日) 福井 FINE ゾンタクラブ認証状伝達式 3 名参加
☆12/10(月) 京都Ⅱゾンタクラブ アメリアイアハートディ講演会 4 名参加
☆12/22(土) 奈良万葉ゾンタクラブチャリティーバザー 2 名参加
☆12/24(月) 北九州ゾンタクラブ ハートフルパーティ 2018 2 名参加
☆12/25(火) クリスマス会の打上げと反省会
☆1/10(木) 新入会員歓迎会＆新年会 京都北座 井筒にて
☆1/23(水) 4 クラブ合同懇親会 ウエスティン都ホテル京都にて 16 名参加
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奈良万葉ゾンタクラブ
会長 関 美津代
会員数 15 名
☆12/1(土) 理事会 市立公民館 5 名
☆12/7(金) 奈良ゾンタクラブ 30 周年特別企画に参加 3 名
☆12/8(土) 例会 橿原観光ホテル 7 名
☆12/9(日) 福井ＦＩＮＥゾンタクラブ 認定状伝達式 3 名
☆12/14(金) チャリティーバザー 寄贈品値付け 8 名
☆12/22(土) チャリティーバザー開催 橿原観光ホテル
☆1/16(水) 新春例会 観劇・つる家にて食事会 9 名
☆1/21(月) ローズデー打合せ
☆1/29(火) 奉仕活動橿原園ボランティア喫茶 2 名
金沢ゾンタクラブ
会長 井口千夏
会員数 32 名
☆11/28(金) クリスマスパーティー準備
☆12/1(土) 石川被害者サポートセンター 被害者支援フォーラム・・・4 名
☆12/4(火) 福井ゾンタクラブ チャリティークリスマスパーティー会・5 名
☆12/5(水) 金沢ゾンタクラブ チャリティークリスマスパーティー （会員 27 名 参加者計 180 名）
☆12/9(日) 福井 FINE ゾンタクラブ認証状伝達式 4 名
☆1/9(水) チャリティークリスマスパーティー反省会
10 名
☆1/16(水) 拝賀例会 石浦神社・知事公舎訪問・兼見御亭 16 名
福井嶺南ゾンタクラブ
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
☆12/9(日) 認証状伝達式
（福井県知事、福井市長らのご臨席を賜り盛大に認証式及び祝
賀会が開催されました。なお日本全国からからたくさんのゾン
シャンがお祝いに駆け付けてくださいました。
）
☆1/17(木) 新年参拝及び祝賀会
クラブの繁栄と会員の健康を祈念し、出雲大社福井分院を参拝。
その後出雲記念館において新年祝賀会を開催）

【クラブトイベント】
大阪Ⅰゾンタクラブ
☆3/7(木) ゾンタローズデイチャリテイーイベント ＜ノスタルジアコンサート＞
於 ホテルニューオータニ大阪 鳳凰の間 14：00 開演 3,000 円
京都 1 ゾンタクラブ
☆3/9(土) パレスサイドホテルにて 13 時よりローズデー講話
講師：京都市立下鳥羽小学校教諭 村田真理子様
☆5/14(火)パレスサイドホテルにてチャーター記念例会講演
講師：松本クリニック・医長 大西用子様 特別養子縁組 「ベビーポケット」について
京都Ⅱゾンタクラブ
☆2/5(火) 2 月例会 中西豊子氏講演 高齢社会をよくする女性の会 前京都代表
WAN（ウイメンズアクションネットワーク）代表
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福井ゾンタクラブ
☆会員勉強会を企画し、入会予定会員等へのゾンタに関する解説と説明に備える
ロバート法について
クラブマニュアルについて
アドボカシー関連について
ゾンタのミッションについて
奈良ゾンタクラブ
☆3/8(金) JR 奈良駅東広場にて ９時～
・奈良市長による女性宣言が行われます。
・30 周年記念ソーラー電波時計寄贈式
京都雅ゾンタクラブ
☆3/21(木) ローズデーイベント
場所：ウェスティン都ホテル京都にて
演題：
「親と子どもへの～絵本朗読会～」 絵本館 花田氏
大阪Ⅱゾンタクラブ
☆2/3(日) 黄色いバラのコンサート リーガロイヤルホテル 組曲“展覧会の絵”他
☆2/14(木) ローズデイ 上田恵子エリアディレクターの卓話
☆4 月 移動例会 大阪市立大学植物園
和歌山ゾンタクラブ
☆3/3(日) ローズデー開催予定
奈良万葉ゾンタクラブ
☆3/未定 ローズデー 裁判員制度について勉強会

【クラブトピックス】
京都Ⅱゾンタクラブ
☆ 12 月例会で食品、衣類を持ち寄り、あうんじゃに寄付
福井ゾンタクラブ
☆「ふくい女性財団」新年会参加
女性団体との交流によりの地域の課題についての情報交換からゾンタクラブの活動課題をより
明らかにすることができ有意義であった。
☆世界女性デーについて福井県知事、各市長への要望活動 １月～２月初旬
京都雅ゾンタクラブ
☆100 周年記念事業の 3 月 8 日「婦人デー」広報活動の為、京都市長に表敬訪問予定。
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&パーティー 琵琶湖ホテルにて
女性と子供に優しいクラブとして、音楽と共に楽しい時間を提供しました。約 290 名の参加者あり。
金沢ゾンタクラブ
浅井暁子会員 作曲 オペラ「朝比奈＆泥棒とオールドミス」 1/18~20 金澤 21 世紀美術館シアター
福井 FINE ゾンタクラブ
平成３１年１月５日付の福井新聞に粒﨑会長のことが記事として掲載され、その後その記事を見た
県内の企業から支援（資金援助）の申し出がありました。ゾンタを広くＰＲする機会となりました。

【会員状況
大津ゾンタクラブ
☆新入会員 2 名

エリア 3 全会員数 308 名】

岡本芳子様 磯野ひとみ様

奈良万葉ゾンタクラブ
チャーターメンバー仲嶋和子姉

平成 31 年 1 月 9 日永眠されました.享年 77 歳
心よりご冥福をお祈りいたします。

金沢ゾンタクラブ
☆退会会員 1 名

今井一枝様
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