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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 20 名 

☆9/5(木) 理事会 ・地区大会における審議事項のお知らせ内容の審議 

・地区次期役員及び指名委員候補者についての審議 

        ・オリエンテーションマニュアルについての協議 

        ・故 国際ゾンタ財団発展委員会委員 三宅定子様ご葬儀に関する報告＜上田 AD＞ 

        ・クラブ奉仕活動現場調査のまとめの報告 

☆9/19(木) 例会 ・理事会議事内容の報告 

        ・地区大会 ：オープンフォーラム 

              ：公開イヴェント 

              ：食事に関するお尋ね   等報告 

        ・アメリア・イアハート奨学生募集要項のお知らせ 

        ・地区アワードの結果報告 

        ・地区 DVD の配布報告 

        ・ユニセフチャリテイーバザーへの協賛品持ち寄り 発送 

 

京都Ⅰゾンタクラブ    会長 松本美智子 会員数 13 名 

☆9/11(水) 静原寮奉仕 参加 4 名 季節の歌とカラオケ 生菓子と抹茶をご奉仕 

☆9/25(水) 11：00～14：00 9 月移動例会 於：ハイアットリージェンシー京都 

会員 8 名 他クラブゲスト 6 名  計 14 名出席 

講演会「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 
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エリアディレクター 上田恵子 

酷暑の夏を終え朝夕は凌ぎよくなりましたが、今

夏は台風、大雨、又台風と各地の被害は大きく胸が

痛みます。皆様いかがお過ごしでしょうか。 

目下、近づく地区大会を前にして、準備連絡に忙

しく各クラブに配信のメールも多く、会長様、メー

ル担当者様には何かとご協力をいただきありがと

うございます。8 月 21 日、来年エリアミーティン

グをしてくださる大津ゾンタクラブの納涼会に参

加し楽しいひとときを過ごさせていただきました。    

9月 4日福井FINEゾンタクラブのチャリティー

ワインパーティーに参加、設立 1 周年で啓新高等学

校Ｚクラブ設立とは喜ばしい驚きでした。 

9 月 17 日、来年 30 周年予定の奈良ゾンタクラブ

にクラブ訪問しました。充実したクラブ運営と歴史

の重みを感じ、さすがと敬服いたしました。地区大

会で皆様にお逢いできるのを楽しみにしています。  

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" 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 
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～ 

tel:06-6383-0315
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京都Ⅱゾンタクラブ      会長 森本博子  会員数 40 名 

☆8/14(水)   納涼例会 レストランひらまつ高台寺  25 名参加 

☆8/18(日)   岡山ゾンタクラブ 三宅定子氏告別式  １名参列 

☆9/4(水)   福井ＦＩＮＥゾンタクラブ チャリテイワインパーテイ  １名参加 

☆9/9(月)    例会 2018 年度奨学生 奥西豊子氏 帰国報告 

       「アイルランドダブリン大学トリニテイカレッジ留学を終えて」 

☆9/25(水)  京都Ⅰソンタクラブ移動例会               ２名参加 

 

福井ゾンタクラブ      会長 清水瑠美子 会員数 23 名 

☆8/21(水) 新入会員オリエンテーション 

例会  ふくい女性財団より DV に関する財団の取り組みへの支援を要請される 

☆9/13(金)  理事会 

☆9/18(水)  例会  第３３回 Xmas チャリティーパーティーについて他 

☆9/23(月)  チャリティーパーティー準備打ち合わせ会 

 

奈良ゾンタクラブ         会長 矢尾敬子  会員数 44 名 

☆7/31(水) ～8/7 (水) ３０周年記念事業 モンゴル青少年交流受け入れ 

   ・奈良市役所表敬訪問・折り紙＆書道体験・奈良大学学生との交流・奈良市内観光・お茶席体験 

・京都鉄道博物館、水族館見学・大阪ＡＢＣ放送局見学・さをり織り体験・マリンバ体験・他 

 

     奈良ゾンタクラブ会員宅にホームスティ 

            モンゴル交流受け入れ 

 

 

☆9/3(火)10：00～ 第３回理事会 

・同一労働・同一賃金について勉強会について ・地区大会での審議事項について検討、他 

☆9/10(火)18：00～ 30 周年実行委員会  

・奈良女子大学への支援・記念講演チラシ・記念品・祝宴・・進捗状況及び検討 

☆9/13(金)14：00～ 大阪市阿倍野防災センター 防災施設・・・環境委員会 

・減災、消火を学び、余震体験（震度７）学習 

☆9/17(火)17：30～ 9 月例会（ホテル日航奈良）出席 37 名  

・26 地区エリア 3 エリアディレクター上田恵子様訪問（ご挨拶・講評）             

・「同一労働・同一賃金」勉強会・・講師：奈良働き方改革推進センター センター長 尾形 潔氏 

・常任委員会・特別委員会・30 周年実行委員会報告 ・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  会員数 10 名 

☆8/20(火) 納涼移動例会 18:00～21:00 Bistro&WineBar  YAMADA 
       ・報告事項  ・協議事項  地区大会に向けて：出席者の確認 

・協議事項のクラブ方針  ・その他 
☆9/17(火) 通常例会 18:00～20:00   ウェスティン都ホテル京都 千草２の間 

       ・報告事項  ・協議事項  次年度イベント、ローズデーについて  ・その他   
☆9/4(水) 福井 FINEZC“チャリティワインパーティ”3 名出席 
☆9/25(水) 京都ⅠZC 移動講演令会 2 名出席 
 

大阪Ⅱゾンタクラブ      会長 内藤惠子  会員数 23 名 

☆8 月 例会休み 

☆9/12(木) 定例会議 

 

エリアディレクター 

上田恵子様講評 
「同一労働・同一賃金」

勉強会 

防災体験学習 
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和歌山ゾンタクラブ      会長 田中征子  会員数 14 名 

☆8 月 例会は休会 

☆8/11(日) 13：00 より議事録編集会議 

☆8/26(月) 議事録荒刷チェック作業 

☆9/9(月) エリアミーティング議事録発送作業（上田 AD 大阪１福味様 和歌山 3 名の参加） 

☆9/15(日) 13：00～15：00 9 月例会 

  ・地区大会審議について検討  ・会員による卓話 

 

大津ゾンタクラブ   

    会長  後藤宮子  会員数 35 名 

☆8/21(水) 納涼会 雄琴『緑水亭』にて 24 名参加（内 ゲスト 4 名） 

☆9/2(月) 理事会  

☆9/4(水)  福井ＦＩＮＥゾンタクラブ チャリティワインパーティー 1 名参加 

☆9/12(木) 例会 地区大会に備え「ロバート法」で討論 プログラムにクラブ広告を出すことを決議 

☆9/25(水) 京都Ⅰゾンタクラブ移動例会（講演会）2 名参加  

 

奈良万葉ゾンタクラブ     会長  関 美津代 会員数 16 名 

☆8/5(月) 正倉院展呈茶会議に出席 1 名 

☆8/7(水) 理事会 橿原中央公民館本館 7 名 

☆8/26(月) 移動例会【うぶすなの郷】懇親会・陶芸体験 14 名 

☆9/3(火) 理事会 橿原中央公民館本館 8 名 

☆9/14(土) 例会 橿原観光ホテル 12 名 

 

金沢ゾンタクラブ    会長  井口千夏  会員数 31 名  

☆8/20(火) 夜会例会 ANA クラウンプラザホテル金沢  ビアガーデン・・・10名 

☆9/4(水)   福井 FINE ZCチャリティーワインパーティー参加・・2名 

 

福井嶺南ゾンタクラブ              会長  松本律子       会員数 6 名 

☆8/05(月)  例会 

☆8/19(月)  敦賀まつりへの出店の打合せ 

☆9/02(月)  敦賀まつり おまつり広場にて出店 かき氷販売 

 

 

 

 

 

 

福井 FINEゾンタクラブ              会長  粒﨑幸夫  会員数 22 名 

☆8/13(火) 例会  

☆9/4(水) チャリティーワインパーティー 

（設立１周年を記念しチャリティーワインパーティーを

開催しました。福井県知事、福井市長、岡澤副ガバナーら

160 名を超えるお客様にご出席をいただき、大変賑やかな

パーティーとなりました。） 

☆9/17(火) 例会 

 
 
 
 

 

【クラブイベント】 
大阪Ⅰゾンタクラブ 

☆11 月は移動例会とする。 詳細は 10 月例会にて 
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京都Ⅰゾンタクラブ 

☆第 53 回チャリティーバザー 2019 年 11 月 7 日（木）AM10：00～PM3：00

ANA クラウンプラザホテル京都２F（堀川通二条城前）

チケット 5,000 円（お食事、お茶席、ゾンタサロンを含む）

「ゾンタサロン」（PM13：00～14：00）

TSUNAMI VIOLIN『千の音色をつなぐ絆』演奏：ヴァイオリン/eRika ピアノ伴奏/佐竹裕介 

※TSUNAMI VIOLIN は、東日本大震災の津波から生じた倒木や倒壊家屋の材木から作られました。

また表板と裏板をつなぐ大事な部品である「魂柱」には陸前高田の「奇跡の一本松」が使われています。

京都Ⅱゾンタクラブ

☆12/9(月) アメリア・イアハート記念例会 ＪＡＸＡの女性職員に講演依頼の予定 

福井ゾンタクラブ

☆12/3(火) 第 33 回 Xmas チャリティーパーティー開催

  場所 ザ・グランユアーズ３階 天山の間 

  開場 18;00～ 

奈良ゾンタクラブ 

☆11/8(金)13：00～チャリティーイベント「東大寺深発見 ＰＡＲＴⅡ」東大寺金鐘ホール

・第１部 東大寺教学執事 上司永照師講演

・第２部 二月堂特別拝観

大阪Ⅱゾンタクラブ 

☆10/16(水)  三林京子会員出演の道頓堀物語観劇

☆11/23(土)～24(日) 秋の旅行 萩津和野

☆12/7(土)  忘年会 ベイコート芦屋

大津ゾンタクラブ

☆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

☆Ｒ2/1/22(水) 京都Ⅰ・京都Ⅱ・京都雅・大津 4 クラブ合同新年会 ホテル日航プリンセス京都にて

17 時～（当番クラブ 大津） 

奈良万葉ゾンタクラブ 

☆11 月（日未定）橿原市防災訓練施設見学体験

☆12/8(日) チャリティーバザー 橿原観光ホテル

金沢ゾンタクラブ

☆10/10(木)～10/12(土) 国際ゾンタ 26 地区第 15 回地区大会

☆12/6(金)  金沢 ZC チャリティークリスマスパーティー

福井 FINE ゾンタクラブ

☆啓新高等学校Ｚクラブ認証状伝達式（令和１年 12 月開催予
定）

【クラブトピックス】 

京都Ⅱゾンタクラブ 

☆クラブ会報を 10 月に発行予定

和歌山ゾンタクラブ

☆JMK 応募において、和歌山ゾンタクラブ推薦の伊藤真純様が 26 地区代表に選出された。

福井 FINEゾンタクラブ

☆福井ＦＩＮＥゾンタクラブがスポンサーであるＺクラブ（啓新高等学校Ｚクラブ）が、令和１年９月５

日、国際ゾンタより設立の認証を受けました。近日中に認証状伝達式を行います。

【会員状況 エリア 3 全会員数 297 名】 

福井ゾンタクラブ 

☆新入会員 清水実寿江 伊藤潤一郎・・・２名

奈良万葉ゾンタクラブ

☆新入会員 田中令子 白石彰子・・・２名

福井 FINEゾンタクラブ

☆新入会員 田賀真優美・・・１名

☆退会会員 岡本美代子、加賀礼子、高倉亜由、高村典子、中井玲子、吉田由紀子・・・６名


