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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
第 15 回地区大会
と き：2019年10月10日(木)～12日(土)
ところ：リーガロイヤルホテル小倉

2019 年
６月 1 日発行

青葉、若葉の輝きに満ちた季節となりました。
第 11 回エリアミーティングを皆様のおかげで、無時終え
ることができホッとしています。開催地が海辺のリゾー
トホテル故、天候を案じていましたが幸い、好天に恵ま
れ、青い海と美しい緑が目を楽しませてくれました。今
回のエリアミーティングは全エリア共通のワークショッ
プを与えられ、記念講演、国際からのビデオ上映、地区
大会 PR 等盛り沢山となりました。リーダーとしての勉
強会が有意義であったと言われ、嬉しかったです。
ホストを務めてくださった和歌山ゾンタクラブの皆様、
本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。
遠路ご出席くださった 150 名の皆様に感謝、感謝です。
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
会員数 21 名
☆4/4(木) 理事会・3/7 チャリテｲ—イベント会計報告
・奉仕先の寄付金活用に関する報告
☆4/18(木) 例会 ・チャリテｲイベント会計報告
・他クラブイベント出席報告
・ジェーン M・クローズマン奨学生募集について
・委員会報告
☆5/9(木) 理事会
☆5/11(土)
・第 11 回エリアミーテｲング 於 和歌山
12 名出席
☆5/16(木) 例会 ・ロバート法勉強会 講師＜大阪 IIZC 会員 弁護士 久岡真佐代さん＞
京都Ⅰゾンタクラブ
会長 松本美智子
会員数 13 名
☆4/16(火) 例会 12：00～14：30 ザ・パレスサイドホテル 2F 出席９名
塔南高校小野恭裕先生来訪、今年度奨学金受領者 2 名の御礼状代読。
☆5/11(土) 第 11 回エリアミーテｲング 於 和歌山
4 名出席
☆5/14(火) チャーター記念例会 12：00～14：30 ザ・パレスサイドホテル 2F 出席 9 名 ゲスト 39 名
チャーター記念講演
松本クリニック 大西用子先生「ベビーポケットについて」
京都Ⅱゾンタクラブ
会長 森本博子
会員数 41 名
☆4/9(火)

例会、終了後チャリテイ園遊会準備

☆4/10(水) 第 36 回チャリテイ園遊会 国立京都国際会館で開催。当日は悪天候にも関わらず、
遠方からも多数の方に来場いただきました。有難うございました。
☆5/11(土) 第 11 回エリア 3 エリアミーテイング 和歌山マリーナシテイホテル 14 名参加
☆5/13(月) 例会 性犯罪防止施策の推進のための寄付金贈呈
園遊会反省、次期地区役員指名委員推薦について審議
☆5/14(火) 京都Ⅰクラブチャーター記念講演会 4 名参加
☆5/25(土) エリア１エリアミーテイング 安田会員講師として参加
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福井ゾンタクラブ
会長 清水瑠美子
会員数 14 名
☆5/15(水) 例会 〇エリアミーティング報告（情報共有と勉強会）
ロバート法について
記念講演
ワークショップ（ZONTA を理解し誰もがリーダーに）
〇新年度の各委員会活動計画について
〇新入会員の入会について（会員委員長）
奈良ゾンタクラブ
会長 矢尾敬子
会員数 43 名
☆4/2(火) 10：00～ 第 10 回理事会
・30 周年実行委員会より進捗状況及び検討
・ガバナーより Make-up Card 報告
☆4/9(火)18：00～ ３０周年実行委員会
・モンゴル青少年交流プロジェクト委員会立ち上げ報告
☆4/16(火)17:30～ ４月お花見例会（ホテル日航奈良）出席 34 名
・一般会計、奉仕会計（18 年度 3 月末までの収支完了報告）
・常任委員会・特別委員会
・30 周年実行委員会報告
・グループトーキング
☆4/23(火)18:00～ 理事会・委員長会議
（総会に向けて 2018 年度各委員会事業及び活動報告）
☆5/11(土)エリア 3 エリアミーティング 出席 25 名

☆5/15(水)13：00～ 理事会・委員長会議
（2019 年度各委員会事業及び活動計画（案）について）
☆5/28(火)18：00～ 2018 年度総会（ホテル日航奈良）
京都雅ゾンタクラブ
会長 阿蘇和代
会員数 10 名
☆4/15(月) 例会(ウェスティン都ホテル京都) ・報告事項・協議事項
1，次年度ローズデー企画
2，奉仕先とイベントについて
☆5/15(水) 例会(ウェスティン都ホテル京都) ・報告事項・協議事項 1，会員増強
2，奉仕先の選定
大阪Ⅱゾンタクラブ
会長 内藤惠子
会員数 23 名
☆4/14(日) 春の移動例会：大阪市立大学理学部付属植物園（交野市私市）
10 名の参加で、ガイドツアー終了後、准教授植松千代美氏の講話を聴く。
☆5/9(木) 例会：国連視察報告、各委員会活動報告、来年 3/8 のチャリティーイベントの準備
9/14 の岸和田だんじり祭り見学の予定
☆5/11(土) 和歌山エリアミーティング；7 名出席
和歌山ゾンタクラブ
会長 田中征子
会員数 13 名
☆4/ 6(土) エリアミーティング打ち合わせ。
☆4/ 9(火) エリアミーティング打ち合わせ。
☆4/21(日) 例会後 通常より 1 時間延長でエリアミーティング打ち合わせ。
☆5/ 4(土) エリアミーティング打ち合わせ。席決め等
☆5/10(金) エリアミーティング準備
☆5/19(日) 例会
大津ゾンタクラブ
会長 安本瑞枝
会員数 35 名
☆4/4(木) 理事会
☆4/10(水) 京都Ⅱ園遊会に多数出席
☆4/11(木) 例会 今年度寄付（国際・国内）について決める
☆4/21(日) 奈良万葉講演会 3 名出席
☆5/10(金) エリア 3 ミーティング前日夕食会に 6 名＋1 名（ｹﾞｽﾄ）出席
☆5/11(土) 第 11 回エリア 3 ミーティング和歌山 19 名＋1 名（ｹﾞｽﾄ）出席
☆5/14(火) 京都Ⅰチャーター記念例会講演会 8 名出席
☆5/23(木) 年度末総会 6 月より会長と一部クラブ理事交代予定
☆5/25(土) 第 10 回エリア 1 ミーティング福島 1 名出席
☆5/31(金) 秋田 ZC 創立 30 周年記念祝賀会・コンサート 4 名＋1 名（ｹﾞｽﾄ）出席（予定）
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奈良万葉ゾンタクラブ
会長 関 美津代
会員数 14 名
☆4/13(土) 例会
橿原観光ホテル ９名
☆4/21(日) ローズデー 【裁判員制度について】 橿原観光ホテル ９名
☆4/29(月) 理事会
市立公民館分館 7 名
☆5/7(火) 会計監査
三橋姉事務所
4名
☆5/11(土) 和歌山ゾンタクラブ エリア 3 ミーティング
和歌山マリーナシティホテル 10 名
☆5/18(土) 総会
橿原観光ホテル 11 名
金沢ゾンタクラブ
会長 井口千夏
会員数 31 名
☆4/17(水) 通常例会
☆5/11(土) エリアⅢエリアミーティング 和歌山マリーナシティホテル・・・7 名
☆5/15(水) 通常例会
☆5/25(土) エリアⅠエリアミーティング ザ・セレクトン福島・・・2 名
福井嶺南ゾンタクラブ
会長 松本律子
会員数 6 名
☆5/11(土) エリア 3 エリアミーティング 参加 2 名
福井 FINE ゾンタクラブ
会長 粒﨑幸夫
会員数 27 名
☆4/8(月) 理事会
☆4/16(火) 例会
☆4/17(水) ひとり親世帯の子供たち 300 名へ 45 万円分の図書カードを贈呈（別添写真参照）
☆5/11(土) エリア３エリアミーティング（会員 10 名が参加）
☆5/12(日) 理事会
☆5/21(火) 例会
図書券贈呈

【クラブイベント】

京都Ⅱゾンタクラブ
☆7/8(月) 例会 国立京都国際会館館長 講演予定
☆8 月
納涼例会の予定
福井ゾンタクラブ
☆6/28(土)～29 日(日) 福井きらめきフェスティバル参画 福井県生活学習館
☆7 月 福井市女性活躍推進課と共同での DV に関する講演会開催準備中
奈良ゾンタクラブ
☆令和元年 11 月 8 日(金)30 周年記念事業「東大寺 深発見 partⅡ」開催
和歌山ゾンタクラブ
☆5/11(土) エリアミーティング開催 ホストクラブとして活動
ホストクラブとして会員全員が大活躍してく
れました。とても良い経験をさせて頂きましたこと
に感謝しています。

奈良万葉ゾンタクラブ
☆8/23～24 移動例会 東京国際競技場視察及び他団体との交流
金沢ゾンタクラブ
☆6/8(土) 徳島ゾンタクラブ創立 50 周年記念式典・祝賀会
☆6/19(水) 2019 年度総会
☆7/17(水) 移動例会 大津鋒山 大光寺 (バラ観音)
福井 FINE ゾンタクラブ

阿波観光ホテル

☆9/4(水)19 時～ ユアーズホテルにて、チャリティーワインパーティーを開催予定
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【クラブトピックス】
京都Ⅱゾンタクラブ
☆4 月 姉妹クラブである台南ゾンタクラブ 40 周年記念式典にお祝いメッセージを送った。
☆4/22 フィリピン Greater Rizal Ⅱクラブと姉妹クラブ締結
京都雅ゾンタクラブ
☆エリア３エリアミーティング
日時：5 月 11 日（土）11:00～
（会長会議＝10:00～）
場所：和歌山マリーナシティホテル
記念講演：イギリスにおける町づくりのリーダーシップ
和歌山大学副学長 足立基浩氏
概要：ワークショップ 1，ZONTA を理解し誰もがリーダーに
安田倶子ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ開発委員長
2，ロバート法を学ぶ 岡澤則子副ｶﾞﾊﾞﾅｰ
大阪Ⅱゾンタクラブ
☆6/15(土)11:00 から、神戸大学大学院国際文化学研究科教授 坂本千代メンバーが、
花外楼で“ジャンヌ・ダルクとそのイメージ～救国少女の死後の運命”を、話されます。
大津ゾンタクラブ
☆第12回エリア3ミーティング 2020年5月23日（土）ウエスティン都ホテル京都にて開催決定
大津ゾンタクラブがホストクラブを務めます。よろしくお願いいたします。
福井 FINE ゾンタクラブ
☆会員の「米村 美智子」さんが、
長年にわたる行政相談員としての功労が認められ、
春の叙勲（瑞宝双光章）を受章されました。

【会員状況

エリア 3 全会員数 291 名】

大阪Ⅰゾンタクラブ
☆4/24 エリザベツ辻 恵美子会員

105 歳の天寿全うされました。
心よりご冥福をお祈りいたします。

京都Ⅱゾンタクラブ
☆2 名の会員が休会届を提出
京都雅ゾンタクラブ
☆退会会員 中川マリ子
大阪Ⅱゾンタクラブ
☆退会会員 城本友恵
奈良万葉ゾンタクラブ
☆退会会員 阪口久子 薮下邦子 橋本亜生子
☆新入会員 森田順子 高橋博美
福井嶺南ゾンタクラブ
☆退会会員 坂東佐喜子 遊津隆
一瀬美紀子 一瀬裕子
河辺真奈己 三根智子
湊谷昭彦
中島佳代子 秦廣子
屋嘉比義幸 力野夏代
福谷真樹

~4~

