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【活動報告】 

大阪Ⅰゾンタクラブ     会長 大西治代  会員数 22 名 

☆2/2(土) 『児童婚の終焉を目指して 』セミナー エリア 3 アドボカシー委員会主催の後援  

☆2/7(木) 理事会 ・クラブ奉仕活動調査のお尋ねについて審議   

         ・ゾンタローズデーチャリティーイベントについて協議 

☆2/21(木) 例会  ・ゾンタローズデーチャリティーイベント現況報告 

         ・ゾンタローズデーチャリティーイベント役割分担の確認 

         ・委員会報告：アドボカシー委員会  2/2 セミナーの報告 

               ：広報委員会      会報 71 号制作案発表及び記事原稿の依頼 

☆2/28(木) 理事会 ・ゾンタローズデーチャリティーイベント 最終打ち合わせ 

☆3/7(木) 『ゾンタローズデーチャリティーイベント＜ノスタルジアコンサート＞』開催 

☆3/7(木) 例会  ・ゾンタローズデーチャリティーイベント 労い 

         ・次年度会計監査選挙 

京都Ⅰゾンタクラブ    会長 松本美智子 会員数 13 名 

☆2/19(火)例会 12:00～14:30 ザ・パレスサイドホテル 2F 出席 8 名 

京都府男女共同参画課 足立阿季子氏より感謝状  

☆3/9(土)12:00～14:30 ザ・パレスサイドホテル 2F 出席 9 名 

ローズデー記念講演 塔南高校教育みらい科卒業生 村田真理子先生（小学校教諭） 

☆3/13(水)14:00～15:00 静原寮慰問 会員 6 名 その他 4 名 

獅子舞、六斎念佛、抹茶とお菓子の接待 

京都Ⅱゾンタクラブ      会長 森本博子  会員数 41 名 

☆2/13(水)例会  高校生のためのフューチャーフォーラムに対して寄付金贈呈 

          ウィメンズアクションネットワーク代表 中西豊子氏講演 

☆3/11(水)例会   ののさんに寄付金贈呈 

 つばさ園、きらきら園に寄付金贈呈 

          京都市立芸術大学芸術資料館学芸担当課長 松尾芳樹氏講演 

      例会後  読売新聞社光と愛の事業団に寄付金贈呈 

福井ゾンタクラブ      会長 清水瑠美子 会員数 14 名 

☆2/13(水) 国際女性デーに関する要望書提出 東村福井市長へ（福井市長室）   
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エリアディレクター 上田恵子 

平成最後(平成 31 年)のエリア通信を４月 1 日 11 時半 

新元号公表という歴史的な日に発行できることを嬉しく

存じます。大阪Ⅱ、和歌山ゾンタクラブにＡＤクラブ訪

問をさせていただきました。それぞれに工夫され、充実

したクラブ運営をしておられました。また、各クラブに

おいても 2 月 3 月はローズデー、国際女性デーのイベン

トを活発になさり実り多い報告をいただきました。 

エリア３エリアディレクター 上田恵子 

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 

 

 

tel:06-6383-0315
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☆2/20(水) 例会に関する要望書 

☆2/28(木) 国際女性デーに関する要望書提出 福井ゾンタクラブ   共同で西川知事へ提出 

                    福井嶺南ゾンタクラブ    （福井県知事室） 

☆3/9(金)  福井駅前で周知活動実施 

(黄色い薔薇・福井ゾンタクラブのリーフレットを添えて国際女性デーの周知活動) 

☆3/20(水) 例会     

奈良ゾンタクラブ         会長 矢尾敬子  会員数 43 名 

☆2/5(火)10：00～ 第８回理事会 

・会員増強委員会より、３月例会に春日大社 花山院和子様見学にお見え頂く予定について 

・100 周年記念助成金選考委員会より最終選考が行われ、２月例会に決定団体が来られる予定について 

・「ソーラー時計寄贈式典＆ローズデー」開催について 

☆2/6(水) 防災セミナーⅡお役立ち防災 講師：防災士 中澤哲也先生（東向き北コミュニティー会館にて） 

☆2/13(水) 奈良県知事と語る会開催 

☆2/19(火)17：30～ ２月例会（ホテル日航奈良）出席 37 名 

    ・常任委員会・特別委員会・３０周年実行委員会報告 

    ・１００周年実行委員会報告（応募団体４団体の中から「参画ネットなら」選出） 

      選出された「参画ネットなら」代表の方が報告 

☆2/21(木)奈良県大和郡山市長に女性宣言要望書を提出 

☆3/5(火)10：00～ 第９回理事会 

    ・３０周年記念式典の開催について 

    ・3/8「2019 女性デーin NARA＆ソーラー時計贈呈式の開催について 

☆3/8(水)ＡＭ8：30 開会 「2019 女性デーin NARA＆ソーラー時計贈呈式」JR 奈良駅東口広場 

    ・奈良市長による女性デーin NARA 宣言・・奈良市長 仲川 げん様 

     環境配慮 GPS 衛星電波時計 贈呈式 除幕 目録贈呈 

☆3/19(火)17：30～ ３月チャーターナイト例会（ホテル日航奈良）３３名出席 

    ・ゲスト花山院和子様ご紹介・チャーターメンバー紹介 

    ・常任委員会・特別委員会・30 周年委員会・指名委員会報告 

    ・グループトーキング・・「30 周年を迎えて今後の奈良ゾンタクラブの在り方 他」 

     

 

 

 

 

 

 

京都雅ゾンタクラブ            会長 阿蘇和代  会員数 1１名 

☆2/6(水)  京都市表敬訪問(京都市役所) 

       「国際女性デー」の広報活動・市長へ依頼書を手渡す。   

☆2/7(木 ) 通常例会(ウェスティン都ホテル京都) ・報告事項・協議事項 

☆3/14(木) 通常例会(ウェスティン都ホテル京都) ・報告事項・協議事項 

 

 

 

 

大阪Ⅱゾンタクラブ      会長 内藤惠子  会員数 2４名 

☆2/3(日)  黄色いバラのコンサート（リーガロイヤルホテル桂の間） 組曲“展覧会の絵”他 

☆2/14(木) 例会 上田恵子ＡＤ訪問～ローズデーに向けて卓話してくださった。 

     （東京Ⅱゾンタクラブの石川朝子様も参加） 

☆3/14(木)  チャリティーコンサートの反省会。会計報告 

☆3 月   会報 47 号発行 
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和歌山ゾンタクラブ      会長 田中征子  会員数 13 名 

☆2/17(日) 例会 エリアミーテイング関係書類を会員に配布  

        決定すべき項目を検討                    

3/3(日) ローズデー AD 上田恵子様をお迎えして開催。 

☆3/7(木)大阪ⅠZC ローズデー チャリティコンサート 

9 名参加 

☆3/10(日)臨時例会（エリアミーテイングの為の打ち合わせ） 

大津ゾンタクラブ      会長  安本瑞枝  会員数 35 名 

☆2/2(土) アドボカシー講演会『ストップ・ザ・児童婚』（大阪）5 名参加 

☆2/7(木) 理事会 

☆2/14(木) 例会 

☆3/4(月) 理事会 

☆3/7(木) 大阪Ⅰローズデーチャリティコンサート 3 名参加 

☆3/10(日) 名古屋 SORA 第 21 回チャリティビンゴパーティー 3 名参加 

☆3/12(火) 姫路ゾンタローズデーランチセミナー 2 名参加 

☆3/14(木) 例会 

☆3/16(土) 三重ゾンタチャリティーコンサート in 2019 4 名参加 

☆3/21(木) 京都雅 絵本朗読会 8 名参加 

☆3/23(土) 札幌 IRIS 創立 30 周年祝賀会・講演会 1 名参加 

☆3/31(日) 東京Ⅱ 第 36 回チャリティコンサート＆ビンゴの集い 1 名参加（予定） 

奈良万葉ゾンタクラブ     会長  関 美津代 会員数 15 名 

☆2/2(土 ) 大阪Ⅰ ｱﾄﾞﾎﾞｶｼｰ講演会（ｽﾄｯﾌﾟｻﾞ：児童婚）参加 5 名 

☆2/3(日)  大阪Ⅱ ﾁｬﾘﾃｨｰｲﾍﾞﾝﾄ 参加 3 名 

☆2/4(月)  ﾛｰｽﾞﾃﾞｰ準備・打合せ THE KASHIHARA 参加 4 名 

☆2/9(土)  例会 橿原観光ホテル 参加 9 名 

☆2/26(火)  理事会 参加 7 名 

☆3/6(水) 【NPO 法人ｳｲﾒﾝｽﾞ神戸】衣料品・雑貨寄贈 参加 4 名 

☆3/7(木)  大阪Ⅰﾛｰｽﾞﾃﾞｰﾁｬﾘﾃｨｰｲﾍﾞﾝﾄ 参加 2 名 

☆3/9(土)  例会 橿原観光ホテル 参加 8 名 

☆3/16(土)  三重ﾞ設立 1 周年ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ 参加 3 名 

☆3/18(月)  ﾛｰｽﾞﾃﾞｰ打合せ THE KASHIHARA 参加 5 名、ｱｸﾘﾙﾀﾜｼ作成 参加 6 名 

☆3/27(水)  奉仕活動 【社会福祉法人 橿原園】喫茶ボランティア 参加 2 名 

☆3/29(金)  理事会 ｱｸﾘﾙﾀﾜｼ作成 三橋姉事務所 

金沢ゾンタクラブ    会長  井口千夏  会員数 31 名  

☆2/2(土)  26 地区アドボカシー委員会主催大阪Ⅰゾンタクラブ公演ストップ・ザ・児童婚・・・3 名 

☆2/3(日)  大阪Ⅰゾンタクラブチャリティーイベント・・・2 名 

☆3/21(木) ローズデー 女性能楽師による能楽事業公演事業「能における節供と花々」にて PR 活動 

・・・14 名 

福井嶺南ゾンタクラブ  会長  松本律子                          会員数 18 名 

☆2/13(水)  例会 

☆2/28(木) 福井ゾンタクラブの会長以下 5 名で西川一誠福井県知事を訪問し 3 月 8 日の「国際女性の日」

を県民に広めるよう要望。 

☆3/25(月) 例会 

福井 FINEゾンタクラブ              会長  粒﨑幸夫  会員数 27 名 

☆2/19(火)例会 

☆3/8(金)ローズデーイベント（写真添付２枚あり） 

・東村福井市長に対して要望書を手交 

・福井駅前において「国際女性デー」周知のためのチラシの配布 

☆3/19(火)例会 
【クラブイベント】 

京都 1ゾンタクラブ 

☆5/14(火)13:30～ ザ・パレスサイドホテル 2F  チャーター記念例会 

講師：大西用子先生「BABY ポケット」（松本クリニック医師） 

一般参加可 臨時会費 1300 円（ケーキ、飲み物付）申込先 京都Ⅰゾンタ E-mail:d26kyoto1@zonta-d26.jp 
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京都Ⅱゾンタクラブ  

☆4/10(火) チャリテイ園遊会 国立京都国際会館 

☆4/21(火) フィリピン Greater Rizal ２ＺＣと姉妹クラブ締結予定 

大阪Ⅱゾンタクラ 

☆4/14(日) 移動例会 大阪市立大学 理学部付属植物園 

和歌山ゾンタクラブ  

☆5/11(土) エリア３エリアミーテイング 開催ホストクラブ 

                 (全員一丸となっておもてなしの心で準備中) 

奈良万葉ゾンタクラブ  

☆5/18(土) 総会 

【クラブトピックス】 

大阪Ⅰゾンタクラブ  

☆3/14(木) 毎日新聞社会事業団に寄付金贈呈(大西、行岡出席)：3/15 付朝刊に記事、写真掲載される 

京都雅ゾンタクラブ 

☆3/5(火) ローズデー街頭啓発(四条河原町) ・薔薇 200 本と国際女性デーのリーフレット配布  

    

 

 

 

 

☆3/21(木) ローズデーチャリティイベント(ウェスティン都ホテル京都) 

          「花田睦子 絵本朗読会」～親と子どものぬくもりのとき～ 

大阪Ⅱゾンタクラブ 

☆坂本、内藤が ZONTA の国連視察参加 

大津ゾンタクラブ 

☆3/4(月) 大津ゾンタ『国際女性デー』ローズデー  

（琵琶湖ホテルにて 会員 22 名 一般 18 名参加）  

 ・会員（玉井洋子）とその友人によるヴァイオリン＆ピアノコンサート 

 ・アドボカシー委員長（吉田法子）による『児童婚って？』スピーチ 

☆3/9(土)～15(金) 副ガバナー岡澤則子と会員辻野紀子  

ニューヨーク国連本部「女性の地位委員会 CSW」に参加 

金沢ゾンタクラブ 

・浅井暁子会員・・・1 月 23 日第一子出産   ・・・ご出産おめでとうございます。 

                          健やかなご成長をお祈りしています。 

                          育児もゾンタも頑張って！ 

・佐佐木アユ美会員・・・新店舗「ぎょうざ酒場だいきち」オープン。・・・祝 御開店！ 

・坂矢ひろ美会員・・・石川県屋外広告業協同組合の初めての女性理事就任。・・・祝 初女性理事御就任！ 

奈良万葉ゾンタクラブ 

☆3/7～10 井上姉 写真展 

☆3/23(土) 奈良護国神社【椿まつり】参加 6 名 

【会員状況 エリア 3 全会員数 307 名】 

金沢ゾンタクラブ 

☆田賀真優美会員・・・3 月 20 日 退会 

お待ちしています 

…おねがい… 

エリアミーティングには 

クラブマニュアルを 

ご持参ください 


