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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 

☆10/3(木)  理事会 ・地区大会審議事項の再審議 

・100 周年記念寄付の周知 

・移動例会の検討 

☆10/10(木) 地区大会 5 名参加 

☆10/17(木) 例会  ・地区大会出席報告 

・100 周年記念寄付について伝達 

・スザンネ国際会長からの御礼状紹介 

☆11/7(木)  理事会 ・チャリテイーイベントについて協議 

☆11/21(木) 移動例会 ・＜ウイーンモダン クリムト展＞鑑賞。 ＜華都飯店＞にて例会 

・チャリテイーイベント決定報告 

京都Ⅰゾンタクラブ    会長 松本美智子 会員数 13 名 

☆10/15(火) 例会 12：00～ ANA クラウンプラザホテル京都 梅の間 出席 8 名 

チャリティーバザー試食など 

☆11/6(水) 例会 12：00～ ANA クラウンプラザホテル京都 「花梨」出席 10 名 

 翌日のバザー準備 

☆11/7(木) 第 53 回チャリティーバザー 10：00～PM 3：00 ANA クラウンプラザホテル京都 

 会員出席 12 名 他クラブよりご出席多数 

ゾンタサロン TSUNAMI VIOLIN「千の音色でつなぐ絆」ヴァイオリン eRika ピアノ 佐竹裕介 

京都Ⅱゾンタクラブ      会長 森本博子  会員数 40 名 

☆10/10(木)～12(土) 地区大会                  6 名参加 

☆10/14(月) 10 月例会 講演「京都で警戒すべき自然災害と準備」講師 防災寺子屋 太田興氏 

☆11/2(土) フェニックス神戸第 11 回チャリテイコンサート     1 名参加 
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過ぎゆく時の早いこと、師走を迎え何かとお忙し

いことと存じます。10 月には国際会長をお迎えし

ての充実した地区大会を終えほっとする間もなく、

台風、大雨と自然災害は容赦なく、被災地の皆さま

には大変な日々をお過ごしのご様子、心よりお見舞

い申し上げます。ボランティア活動をしてくださる

皆様には敬意を表し感謝しています。 

10月 15日福井FINEゾンタクラブに例会訪問さ

せていただきました。Z クラブ設立式典について皆

で検討、熱心なクラブ運営に感心しました。    

11 月７日京都１ゾンタクラブのチャリティーパ

ーティー・バザーに参加、さすが伝統あるクラブ、

賑やかな会場で楽しいひと時でした。 

11 月 9 日、奈良万葉ゾンタクラブのチャーター

例会を訪問しました。充実したクラブ運営で、みん

なでゾンタを理解しょうと 100 周年のビデオを上

映され、共に勉強いたしました。 

   

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つの奨学⾦全てに忚募 

5. 100周年に向けての活動展開 

6. 会員増強 

国際ゾンタ 第 65回 国際大会 

ゾンタ 100 周年を共に祝いましょう 

      2020年7月４日～８日 

         シカゴ 

年内お世話になりありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。 
新しい年がよいお年でありますように。  エリア 3 エリアディレクター上田恵子 

TEL:06-6383-0315
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☆11/13(水) 移動例会 堂本印象美術館見学 川端龍子特別企画展 同美術館学芸員でもある松尾会員に

よる解説で鑑賞 

☆11/8(金)  奈良 ZC30 周年特別企画 奈良歴史探訪         4 名参加 

☆11/12(火) 京都府男女共同参画課｢配偶者からの暴力をなくす啓発期間｣における 

パープルリボンキャンペーン 資料配布協力       1 名参加 

福井ゾンタクラブ      会長 清水瑠美子 会員数 17 名 

☆10/10(木)～12(土) 地区大会（北九州）参加 

☆10/16(水) 例会 本年度寄贈先決定について 

☆11/13(水) 第 33 回 Xmas チャリティーパーティー準備（試食会） 

☆11/20(水) 会計報告他 

☆11/25(月) イベント進行役割分担他 

奈良ゾンタクラブ         会長 矢尾敬子  会員数 44 名 

☆10/1(火)  9：30~ 第４回理事会 

   ・地区大会における審議事項について、他 

   ・奉仕委員会より提案 台風１９号被害への募金 （岩手県山田町ゾンタ 他） 

☆10/1(火) 11：00~ 赤い羽根共同募金式典参加・募金活動 

☆10/10(木)~12(土) 地区大会（北九州ゾンタクラブ）24 名参加 

☆10/15(火) 17：30~ 10 月例会（ホテル日航奈良）出席 35 名  

   ・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「10 年間の奉仕活動の総括とこれからの奉仕活動について」 

   ・ニコニコ報告・バースデープレゼント 

☆10/30(水)11：30~奈良県庁内 「子育て支援」寄付金贈呈式 

     贈呈先「奈良県母子生活支援施設協議会」３施設 

☆11/5(火)10：00~第 5 回理事会 

   ・1 月アメリア・イアハート講師例会について 

   ・グロープトーキングの纏め ・各委員会の運営について 

☆11/8(金)13：00~東大寺・金鐘ホール 

   ・一部 東大寺教学執事 上司永照師講演「東大寺深発見 PARTⅡ」 

・二部「二月堂特別拝観」 

☆11/12(火)18： 00~ 第 7 回 30 周年実行委員会 

   ・各委員会より・・進捗状況及び検討 ・ジャケット作成の件 

・2020 年夏 奈良からモンゴルへの交換留学生の派遣について 

☆11/19(火)郊外例会・・・~国内最大級花のテーマパークなばなの里へ~  

バス車中にて 27 名参加 

・各委員会報告・ニコニコ報告・SAYS NO 期間アピール写真撮影                         

京都雅ゾンタクラブ            会長 阿蘇和代  会員数 10 名 

☆10/23(水) 例会： 18:00～21:00 ウェスティン都ホテル京都 蘭の間 

       ・報告事項   ・協議事項    

・その他 「台風 19 号被災地へタオル等送付準備」 

☆100 周年記念事業クラブ賞授与式「若草プロジェクト」へ 

瀬尾まなみ様（瀬戸内寂静氏秘書）をお迎えして 

☆11/20 日(水) 例会： 18:00～20:00 ウェスティン都ホテル京都 梅の間 

       ・報告事項   

・協議事項  次年度イベント最終決定 

・その他   台風 19 号被災地への防寒着送付準備 

大阪Ⅱゾンタクラブ      会長 内藤惠子  会員数 23 名 

☆10/3(木) 例会開催（リーガロイヤルホテル・ベラコスタ） 

    卓話「ベルギー王室の歴史とイメージ」神戸大学大学院国際文化学研究科教授 岩本和子先生 

☆10/10(木)～10/12(土) 地区大会（3 名参加） 

☆11/14(木) 例会開催（リーガロイヤルホテル・ベラコスタ） 

       卓話「子ども・地球の未来のために」～今、私たちにできること～ 

         関西学院大学人間福祉学部大学院研究科教授 桜井智恵子先生 
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和歌山ゾンタクラブ      会長 田中征子  会員数 14 名 

☆10/10 (木)～12(土) 地区大会（小倉）に 4 名参加 

☆10/15(日) 13：00～15：00 10 月例会  例会後理事会 

☆11/7 (木)京都Ⅰゾンタクラブ ＴＳＵＮＡＭⅠ ＶⅠＯＬⅠＮコンサート 1 名参加 

☆11/8(金) 奈良ゾンタクラブ 30 周年特別企画 東大寺深発見 4 名参加 

☆11/17(日) 13：00～15：00 11 月例会  世界の女性・日本の女性シリーズ№15 勉強会 

                       インドネシア留学性 ヴィダラマダーニ様を招いて。 

 

大津ゾンタクラブ      会長  後藤宮子  会員数 35 名 

☆10/3(木) 理事会・例会 地区大会審議事項や選挙について クリスマスバザー＆パーティーについて 

☆10/10(木)～12(土) 第 15 回地区大会（北九州）13 名参加 

☆11/7(木) 京都ⅠZC バザーに参加後、会場にて理事会 その後、来年新年会会場ホテル下見 

☆11/14(木) 例会 地区大会報告 クリスマスバザー＆パーティーについて用意・準備  

 

奈良万葉ゾンタクラブ     会長  関 美津代 会員数 16 名 

☆10/7(月) フリーマーケット物品値付               三橋姉事務所    9名 

☆10/10(木)～12(土) 地区大会参加 北九州ゾンタクラブ        ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ小倉  4名 

☆10/13(日) 橿原市夢の森フリーマーケット出店           橿原神宮公苑     8名 

☆10/15(火) 桜井市ベビーカー贈呈式                桜井市役所      4名 

☆10/24(木) 理事会                         橿原市公民館分館   7名 

☆11/7(木) 正倉院展呈茶席                     奈良国立博物館  14名 

☆11/8(金) 奈良ゾンタクラブ東大寺深発見              東大寺金鐘ホール  3名 

☆11/9(土)  チャーター例会 上田ＡＤご来訪 100 周年記念 DVD 鑑賞 橿原観光ホテル  10名 

☆11/22(金) 三役打合せ                       橿原観光ホテル   3名 

☆11/25(月) 理事会                         橿原観光ホテル   7名 

 

金沢ゾンタクラブ    会長  井口千夏  会員数 31 名  

☆10/10(木)～10/12(金) 国際ゾンタ 26 地区第 15 回地区大会  8名 

☆10/16(水) 通常例会 ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢  12名 

☆11/2(土)  児童虐待防止オレンジリボンキャンペーン   9 名 

☆11/7(木)   チャリティークリスマスパーティ実行委員会  14 名 

☆11/13(水) チャリティークリスマスパーティクイズ担当委員会  6 名 

☆11/17(日)  山梨 ZC 設立 5 周年記念 チャリティーコンサート  2 名 

☆11/20(水)  例会 ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢  17名 

 

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

☆10/21(月)12 時～ 10 月例会 

☆11/15(金)12 時～ 11 月例会 

 

福井 FINEゾンタクラブ    会長  粒﨑幸夫  会員数 2３名 

☆10/15(火) 例会  上田ＡＤにクラブ訪問していただき、大変実のある有意義 

 な例会が開催できました。 

☆11/19(火) 例会 

 

 

 

 

 

【クラブイベント】 
大阪Ⅰゾンタクラブ 

☆チャリテイーイベント  2020.3/5（木）於 ホテルニューオータニ大阪 

             講師 舞の海秀平氏 

京都Ⅱゾンタクラブ  

☆12/9(月)  アメリア・イアハート記念講演会 

☆1/22(水) 4 クラブ合同新年会 
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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 

☆R2/1/15(水)  例会 新年会 上田 AD 来県予定 

奈良ゾンタクラブ 

☆R2/3/14(土) 奈良ゾンタクラブ３０周年記念式典 ホテル日航奈良にて 

京都雅ゾンタクラブ 

☆R2/4/11(土) ローズデーイベント 「松尾 翠・朗読会」 

    場所：ウェスティン都ホテル京都    出演：松尾 翠（フリーアナウンサー） 

    会場等詳細は決定次第皆様に連絡致しますので宜しくお願い致します。 

大阪Ⅱゾンタクラブ 

☆12/7(土) 忘年会（芦屋ベイコート・中華） 

☆1/9(木) 新年会（リーガロイヤルホテル・なかのしま） 

☆3/8(日) ローズデーチャリティイベント 

「木谷悦子さんによるクロマチックハーモニカコンサート」（リーガロイヤルホテル・桂の間） 

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 

     15 時～バザー 17 時～20 時パーティー 

☆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 

       17：15 時～19：45（当番クラブ 大津） 

金沢ゾンタクラブ 

☆12/6(金) 金沢 ZC チャリティークリスマスパーティ 

☆12/14(土) 被害者支援フォーラム 2019 

☆1/15(水)  拝賀例会  

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 15 日（日）開催予定） 

【クラブトピックス】 

京都雅ゾンタクラブ 

長野、仙台へ３回の支援活動を行う 

             

 

 

 

大阪Ⅱゾンタクラブ 

☆11/23(土)～24(日) ゾンタ秋の旅行（萩・津和野） 7 名参加 

☆11/29(金） 奉仕チーム 施設訪問（銭太鼓・ハンドベル演奏） 9 名参加 

和歌山ゾンタクラブ 

☆11/17(日) ＪＭＫ忚募の和歌山ゾンタクラブ推薦、和歌山大学 4 回生伊藤真純様が地区賞受賞をした。 

大津ゾンタクラブ 

地区大会において、大津ゾンタクラブは「メモリアルサービス」を担当しました。 

 （ご逝去者名簿＆プログラム作成、進行、ｳﾞｧｲｵﾘﾝ演奏、詩の朗読、コーラス等） 

もう数回担当しているが、いつも厳粛な気持ちで緊張します。 

【会員状況 エリア 3 全会員数 292 名】 

福井ゾンタクラブ 

☆退会会員  坪田 律子 竹内 和代 海道 菊枝 米納津 時子 坪田 三和 清水 実寿江・・・6 名 

福井 FINEゾンタクラブ 

☆新入会員 山浦 光一郎・・・１名 


