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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" He For She"活動の推進
3. ｢男女同⼀労働同⼀賃⾦」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
国際ゾンタ 26 地区 第 15 回地区大会
みなさま奮ってご参加ください。
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
世界中の女性と子供の幸せのために
～今わたしたちにできること～

梅雨明けの暑さはまた一入の今日この頃ですが、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
目下、和歌山 ZC と共にエリアミーティングの会
計や議事録の整理に取り組んでいます。
過日は秋田 ZC30 周年、徳島 ZC50 周年に参加し
歴史の重みを感じました。また、金沢 ZC 移動例会
に同行､大光寺薔薇観音を訪問しました。ゾンタロー
ズガーデンが 10 年の歳月を経て、美しく成長して
いるのを目の当たりにし関係の皆様に感謝しまし
た。AD 活動も 2 年目に入りましたが今後共、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】
大阪Ⅰゾンタクラブ
会長 大西治代
会員数 20 名
☆6/6(木) 理事会 ・2018 年度会計報告
審議
・2019 年度会計予算案 審議
・奉仕先 国際エンゼル協会よりの報告
☆6/20(木) 例会 ・＜会員卓話＞ 同一労働同一賃金について
行岡陽子
・奉仕先 国際エンゼル協会よりの報告
☆7/4(木) 理事会 ・2018 年度会計報告
再審議
・2019 年度会計予算案 再審議
・国際ゾンタ 26 地区手続規則 2019 改正案 審議
・地区アワード申請
審議
☆7/18(木) 例会 ・2018 年度会計報告
承認
・2019 年度会計予算案 承認
・国際ゾンタ 26 地区手続規則 2019 改正案 承認
・地区アワード申請
承認
・100 周年記念切手申込取り纏め
・地区大会参加申込及び広告申込受付
・＜会員卓話＞ ＝空間芸術＝ ガラス工芸作家 高木ひろ子
京都Ⅰゾンタクラブ
会長 松本美智子
会員数 13 名
☆6/18(火) 例会
ザ・パレスサイドホテル 2F 出席 10 名 欠席 3 名
・2019 年度定例総会
☆7/16(火) 例会
ザ・パレスサイドホテル 2F 出席 8 名欠席 5 名
国分慶二様 来訪
（特定非営利活動法人 架け橋 mirai 理事・高校生のフューチャーフォーラム運営）
京都Ⅱゾンタクラブ
会長 森本博子
会員数 40 名
☆6/8(土) 徳島 ZC 創立 50 周年記念祝賀会 2 名参加
☆6/10(月) 例会にて京都大学大学院国語学国文学専修修士課程
第一学年 柳原文香氏に奨学金授与
☆7/8(月) 例会 講演「京都にあってこその半世紀・国立京都国際会館にこめられた先人たちの思いを
今に受け継ぐ」 講師 国立京都国際会館館長 内田俊一氏
☆7/9(火) フェニックス神戸｢アドボカシー勉強会｣ 1 名参加
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福井ゾンタクラブ
会長 清水瑠美子
会員数 21 名
☆7/17(水) 14：00 開演 「DV に関する講演会」の開催
デート DV はじめドメスティックバイオレンスに関する情報・知識の共有を目的に福井市女性活躍促進
課の協力を得て、夏休みを前に実施するべきとの要望を受けて急遽予定を前倒しの開催になりました。

福井新聞・日刊県民福井の記事
女性団体関係者及び県、市の関係者が参加しました

同日 17：30 例会 新入会員 嶺南ゾンタクラブ会員が参加して講演会の反省会を実施しました。
奈良ゾンタクラブ
会長 矢尾敬子
会員数 44 名
☆6/4(火) 10：00～ 第１回理事会
・7 月講師例会・６月例会で入会セレモニー・６月例会でＧＺクラブ活動報告の件について
・30 周年実行委員会の式典・祝宴委員長から報告・・・検討
☆6/11(火)11：00～ 30 周年実行委員会
・進捗状況及び検討
☆6/17(月)・第 60 回奈良地域留学生交流推進会議運営委員会・・・奈良女子大学にて
・日本語スピーチコンテスト 懇親会・・・奈良女子大学にて
☆6/18(火)18：00～６月例会（ホテル日航奈良）出席３６名
・入会セレモニー 新入会員 植村秀子姉
・常任委員会・特別委員会・３０周年実行委員会報告
・ＧＺクラブより活動報告と新役員紹介
・ニコニコ報告・バースデープレゼント
☆7/2(火)10：00～ 第２回理事会
・地区大会について・100 周年記念切手のご案内
・男女同一賃金についての勉強会検討
☆7/16(火)18：00～７月講師例会（ホテル日航奈良）３７名
・入会セレモニー 新入会員 花山院 和子姉
・講演 テーマ「子供たちの輝く未来のために」 講師：会員 奈良市会議員 藤田幸代姉
・常任委員会・特別委員会・30 周年委員会報告
・ニコニコ報告・バースデープレゼント

京都雅ゾンタクラブ
会長 阿蘇和代
☆6/17(月) 例会 ウェスティン都ホテル京都 千草の間
・報告事項
・協議事項
・その他
☆7/18(月) 例会 ウェスティン都ホテル京都 菊の間
・報告事項
・協議事項
・その他
大阪Ⅱゾンタクラブ
会長 内藤惠子
☆6/13(木) 例会
和歌山エリアミーティング報告
2018 年度会計報告、2019 年度活動計画
☆7/11(木) 例会
各委員会活動計画
3 月 8 日のイベント打ち合わせ
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会員数 10 名

会員数 23 名

和歌山ゾンタクラブ
会長 田中征子
会員数 14 名
☆6/16(日)
12:00 ～15:00 エリアミーティング慰労会
15:00 ～17:00 6 月 例会
決算報告
☆6/24(日)
エリアミーティング議事録作成の為のチェック作業（3 名）
☆7/7(日)
エリアミーティング議事録作成の為のチェック作業（4 名）
理事会開催
年間スケジュールについて
☆7/21(日 ) 例会 13:00～15:00
地区大会出席者確認・年間スケジュールの検討
理事会開催 エリアミーティング議事録作成に関して
大津ゾンタクラブ
会長 後藤宮子
会員数 35 名
☆6/6(木) 理事会
☆6/13(木) 年次総会 年間予定、行事などについて
☆7/4(木) 理事会
☆7/11(木) 例会 クリスマス行事について
奈良万葉ゾンタクラブ
会長 関 美津代
会員数 14 名
☆6/5(水) 理事会 中央公民館分館 8 名
☆6/8(土) 例会
橿原観光ホテル 11 名
☆6/25(火) 理事会 中央公民館分館 7 名
☆7/12(金) 桜井市長表敬訪問 5 名
☆7/13(土) 例会 橿原観光ホテル 10 名
金沢ゾンタクラブ
会長 井口千夏
会員数 31 名
☆6/8
徳島ゾンタクラブ創立 50 周年記念式典・祝賀会 阿波観光ホテル・・・4 名
☆6/10 理事役員会・・・11 名
☆6/19 2019 年度総会・・・22 名新阪急ホテルから
☆7/9 第 2 回指名委員会・・・4 名
☆7/17 移動例会・AD クラブ訪問 大津峯山大光寺(薔薇観音)
・・・14 名(AD 上田様・大阪Ⅰ行岡様・オブザーバー1 名含) みなさま奮ってご参加くださ
い。

ゾンタローズガーデン
大津峯山大光寺薔薇観音
2009 年 3 月 金沢にての
第2回
エリアミーティング記念
福井嶺南ゾンタクラブ
会長 松本律子
☆6/4(火) 2018 度総会（ハクケン会議室）5 名出席
☆7/17(水) 福井ゾンタクラブ主催 DV に関する講演会 3 名出席
福井 FINE ゾンタクラブ
会長 粒﨑幸夫
☆6/25(火) 定期総会（アオッサ）
☆6/25(火) 会員懇親会（割烹まんもと）
☆7/16(火) 例会（ユアーズホテル）

会員数

6名

会員数 27 名

【クラブイベント】
京都Ⅰゾンタクラブ
☆9 月移動例会お誘い
日時 2019 年 9 月 25 日(水) 11:00～14:00
場所 ハイアットリージェンシー京都（東山区三十三間堂廻り 644－1）
会費 8,000 円（御講演・懇親食事会）※席数に限りがありゲストは 20 名までとさせていただきます。
御講演「地域社会への女性の参画を考える」
講師 京都女子大学特命副学長・地域連携研究センター長
竹安栄子先生
申込締切 2019 年 9 月 12 日（木） ＜キャンセル〆切 9 月 18 日（水）＞
京都Ⅱゾンタクラブ
☆8/14(水) 納涼例会 レストランひらまつ
福井ゾンタクラブ
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☆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
京都雅ゾンタクラブ
☆9/28(土) 10:00～ 西京区「洛西マルシェ」チャリティ出店 「ｿﾞﾝﾀ」広報・奉仕活動
大阪Ⅱゾンタクラブ
☆9/14(土)
岸和田だんじり祭り
☆11/23(土)～24(日) 秋の旅行 萩津和野
大津ゾンタクラブ
☆8/21(水) 納涼会 雄琴『緑水亭』17 時～ ゲスト歓迎（参加費１万円）要連絡
☆12/8(日) 第 20 回 クリスマスチャリティバザー＆パーティー 琵琶湖ホテルにて
奈良万葉ゾンタクラブ
☆10/13(日) 橿原夢の森ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ参加
☆10 月
国立奈良博物館【正倉院展】呈茶席参加
金沢ゾンタクラブ
☆8/20(火) 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
☆10/10(木)～10/12(土) 国際ゾンタ 26 地区 第 15 回地区大会
福井 FINE ゾンタクラブ
☆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

【クラブトピックス】
大阪Ⅰゾンタクラブ
☆2018 年度奉仕先 ＜国際エンゼル協会＞の運営に
よるバングラデシュの学校に初めてとなる井戸とトイ
レが完成。校長よりの丁重なるお礼状と子ども達の喜
びいっぱいの写真が届く。
奈良ゾンタクラブ
2019 年 7 月 10 日付 2019 年モンゴル青少年交流プロジェクト受入れ 7/31(水)～8/7(水)
京都雅ゾンタクラブ
☆7/1(月) 西京区阪急桂駅において 法務省推奨“社会を明るくする運動”街頭啓発参加
大津ゾンタクラブ
☆会長、会計、書記１名交代 いずれも任期は１年です。どうぞよろしくお願いします。
金沢ゾンタクラブ
☆前田会員・・・富山県高岡市の「中心市街地賑わい創出会議」の委員に選出。

【会員状況

エリア 3 全会員数 298 名】

大阪Ⅰゾンタクラブ
☆退会会員 1 名 伊藤幸子様
京都Ⅱゾンタクラブ
☆6 月 3 日

チャーターメンバー石原啓子様がご逝去されました。
心よりご冥福をお祈りいたします。

福井ゾンタクラブ
☆復帰会員 高田訓子様
☆新入会員 細川久美子様 山本浩美様 谷川有希乃様
鳴瀬碧様
斎藤美幸様 飛田幸平様
奈良ゾンタクラブ
☆退会会員 福井正恵様
☆新入会員 植村秀子様 花山院和子様
和歌山ゾンタクラブ
☆退会会員 奥村久恵様
☆新入会員 川口明美様 重光静子様
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