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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 

☆12/5(木)  理事会 ・チャリティーイベントに関する協議 

・男女同一賃金制の実現を要望する署名について検討 

☆12/19(木) 例会  ・理事会事案の報告 

(クリスマス例会) ・男女同一賃金制の実現を要望する署名用紙手渡し 

・会員持ち寄り品にてサイレントオークションを行う  

☆1/9(木)   理事会 ・世界大会の登録方法について伝達   

・チャリティーイベント広告について協議・チケット等確認 

☆1/16(木)  例会  ・理事会事案の報告 

（ＡＤクラブ訪問） ・（再）男女同一賃金制の実現を要望する署名について伝達 

・チャリティーイベントチケット等手渡し 

京都Ⅰゾンタクラブ    会長 松本美智子 会員数 13 名 

☆12/17(水) 12：00～ ザ・パレスサイドホテル２F 12 月例会 出席 8 名 

  京都市立塔南高校の女子生徒への奨学金給付が 10 年を迎え、 

京都市教育委員会より感謝状をいただきました。 

(2019（令和元）年 12 月 18 日 京都新聞掲載) 

京都市教育長 在田正秀様、京都市教育委員会 辰巳敏秀様 

  山本悦子様、塔南高校 小野恭裕校長 出席 

☆1/22(水) ホテル日航プリンセス京都 16：00～ 例会 出席 6 名 

  17：00～ 京都Ⅰ・Ⅱ・雅・大津ゾンタ 合同新年会 

京都Ⅱゾンタクラブ    会長 森本博子     会員数 40 名                       

☆12/8(日) 大津 ZC 第 20 回チャリティークリスマス会  多数参加 

☆12/9(月) 例会 アメリア･イアハート記念講演 宇宙航空研究開発機構 研究開発員 尾川順子氏  

          演題「JAXA の女性スタッフが支える はやぶさ２ の快挙」 

☆12/17(火) 理事会 

☆12/25(水) 京都市児童療育センターきらきら園 クリスマス会 2 名参加、今年度の寄付金贈呈 

☆1/19(日) フェニックス神戸 ZC 新年懇親パーティー 1 名参加 

☆1/21(火) 理事会 

☆1/22(水) 例会、 4 クラブ合同新年会 27 名参加 

福井ゾンタクラブ      会長 清水瑠美子 会員数 15 名 

☆12/3(火) 第 33 回 Xmas チャリティーパーティー 

〇オープニングコンサート  雅楽師 東儀秀樹氏 

〇式典 挨拶 福井県知事        杉本達治氏 

挨拶 国際ゾンタ 26 地区副ガバナー代理 上田恵子 AD 

〇寄付贈呈 福井県女性財団（DV 被害者自立支援基金として）  
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エリアディレクター 上田恵子 

寒気の中にも早春の息吹が溢れる頃となりました。 

各クラブも終盤の活動となり、ゴール目指してのラス 

トスパート、ローズデイのイベントも多彩な企画で頑 

張っておられるご様子が伺え、とても楽しみです。 

さて、シカゴでの国際大会の登録が始まっています。 

「百聞は一見にしかず」 

ゾンタ 100 周年を現地で共に祝いましょう。 

エリア 3 エリアディレクター  上田恵子 

               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 

TEL:06-6383-0315
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        福井市（すべての女性が個性と能力を発揮できる福井に向けて） 

        福井県ワンストップ支援センター“ひなぎく”へ 

〇お楽しみタイム  

開場満杯のお客様をお迎えしてのパーティーに会員一同心から感謝でした。 

今後は学びの部門を新設し、会員活動の充実に努力いたします。 

☆1/15(水) 新年初例会 

 上田恵子 エリア３ディレクタークラブ訪問 

  仕事の為例会に遅れる会員、AD へのご挨拶の為駆け付ける会員など、上田 AD との情報交換 

  ご指導を得られた有意義な例会となりました。 

    年末の上記パーティーの事業報告がなされ来年に向けての反省と情報共有の場となりました。 

奈良ゾンタクラブ         会長 矢尾敬子  会員数 44 名 

☆12/3(火) 10：00~ 第 6 回理事会・12 月クリスマス例会 講演について 

   ・１月アメリア・イアハート講師例会について・新入会員歓迎会について検討 

☆12/10(火) 奈良女子大学にて 

   ・奈良地域留学生推進会議 出席 1 名 ・第 20 回外国人留学生スピーチ大会審査 出席 2 名 

   ・第 28 回外国人留学生交流会 出席 1 名 

☆12/17(火) 17：30~ 12 月クリスマス例会（ホテル日航奈良）出席 35 名 

   ・講座：奈良ＣＡＰ代表 法貴和子氏  テーマ「子供の人権が奪われる時～私達に出来ること～」 

   ・一般会計、奉仕会計中間報告・常任委員会・特別委員会・30 周年実行委員会報告 

   ・クリスマスプレゼント交換・ニコニコ報告・バースディプレゼント 

☆12/24(火) 社会福祉法人 晃宝会「あじさい園」にて 

   ・クリスマスコンサート 会員によるハンドベル演奏 

☆12/29(日) かかしの家お餅つき大会 出席 2 名 

☆1/7(火) 10：00～第 7 回理事会 ・30 周年記念祝賀会の試食について 

・グループトーキングについて検討・奉仕委員会 ローズデイ啓発イベントの開催について 

☆1/17(金) 第 8 回 30 周年実行委員会 ・各委員会より・・進捗状況及び検討 

☆1/19(日) ふれあい宣言タイムマラソン大会 協賛奈良ゾンタクラブ 出席 8 名 

☆1/20(月) ＧＺシンポジウム 奈良大学にて  

   ・奈良市女性活躍推進に関するディスカッション 出席 奈良大学学生 約 200 名 会員 9 名 

パネラー・・奈良市男女共同参画課課長、奈良ゾンタ奉仕委員長  

☆1/21(火) 17：30~ アメリア・イアハート例会（ホテル日航奈良） 出席 36 名 

   ・アメリア・イアハート記念講演・・講師：株式会社 Beaute 代表取締役 辻 紗耶加氏 

      テーマ「目的の力 ～輝く未来に向けて～」 

     ・常任委員会・特別委員会・30 周年記念実行委員会報告 

     ・30 周年記念祝賀会での試食・ニコニコ報告・バースデイプレゼント 

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

☆12/10(火) 忘年移動例会 17:30~20:00 

場所：Bistro Wine Bar YAMADA 

報告事項・協議事項・その他 

☆1/22(水) ４クラブ合同新年会 

   場所：ホテル日航プリンセス京都 ３階「ヴィオラの間」 

   参加クラブ：京都ⅠZC・京都ⅡZC・大津 ZC・京都雅 ZC 

   来賓招聘：エリア３ディレクター上田恵子様 

大阪Ⅱゾンタクラブ      会長 内藤惠子  会員数 23 名 

☆12/7(土) 忘年会 ベイコート芦屋中華料理 

☆1/9(木) 新年会 リーガロイヤルホテル中之島 

和歌山ゾンタクラブ      会長 田中征子  会員数 14 名 

☆12/8(日)  大津ゾンタクラブ クリスマス例会に 5 名参加。 

☆12/15(日) 例会（忘年会兼ねて）叙々苑（ホテルニユーオータニ大阪） 

☆ 1/19(日) 例会（主にローズデイについての詳細確認） 

大津ゾンタクラブ      会長  後藤宮子  会員数 35 名 

☆12/3(火) 福井ゾンタクラブ Xmas チャリティーパーティー 3 名出席 

☆12/5{木} 例会 恒例 クリスマスイベントの準備 

☆12/6(金) 金沢ゾンタクラブ Xmas チャリティーパーティー 5 名出席 

☆12/8(日) 大津ゾンタクラブ『第 20 回チャリティークリスマスバザー＆パーティー』開催 
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☆12/9(月) 京都Ⅱゾンタクラブ アメリア・イアハート例会 3 名出席 

☆12/11(水) 横浜ゾンタクラブ クリスマス チャリティーコンサート 1 名出席 

☆12/15(日) 福井 FINE ゾンタクラブ Z クラブ加盟認証状伝達式 3 名出席 

☆12/18(水) クリスマスイベントの精算＆反省会 

☆1/16(木) 4 クラブ合同新年会準備・打合せ 

☆1/19(日) フェニックス神戸ゾンタクラブ新年懇親パーティー 2 名出席 

☆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（総勢 57 名） 

エリア３AD 上田恵子様においでいただき、クロマチックハーモニカ奏者 南理沙さんの 

コンサートと美味しい料理と楽しいゲームで盛り上がりました！！ 

みなさま、ご参加ありがとうございました！！ 

奈良万葉ゾンタクラブ     会長  関 美津代 会員数 19 名 

☆12/7(土) チャリティーバザー準備    橿原観光ホテル 10 名 

☆12/8(日)  第 9 回チャリティーバザー    橿原観光ホテル 13 名 

☆12/25(水) 理事会         橿原中央公民館分館  5 名 

☆1/18(土)  新年例会      奈良春日奥山【月日亭】新入会員招待含 14 名 

☆1/27(月)  三役会議      橿原観光ホテル  3 名 

金沢ゾンタクラブ    会長  井口千夏  会員数 32 名  

☆12/3(火) 福井 ZC チャリティークリスマスパーティ・・・6 名 

☆12/6(金) 金沢 ZC チャリティークリスマスパーティ・・・会員 20 名 参加者 184 名 計 204 名 

☆12/8(日)  大津 ZC チャリティークリスマスバザー&パーティー・・・４名 

☆12/14(土) 被害者支援フォーラム 2019 ・・・3 名 

☆12/15(日) 国際ゾンタ Z クラブ認証状伝達式 福井 FINE ZC・・・5 名 

☆1/15(水)  拝賀例会 石浦神社参拝・知事夫人表敬訪問(知事公舎にて)・ポールボキュール・・17 名 

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

☆12/3(火)  福井ゾンタクラブチャリティーパーティー 

☆12/11(水)  例会 

☆12/15(日) 福井 FINE ゾンタクラブ Z クラブ設立式典 

☆12/18(水)  こども食堂へ、敦賀まつりにてカキ氷販売の売上金を寄付しました。 

☆1/17(金)   新年例会 

☆1/27(月)   4 月イベント会合 

福井 FINEゾンタクラブ    会長  粒﨑幸夫  会員数 23 名 

☆12/15(日) ホテルフジタにおいて啓新高等学校Ｚクラブの 

認証状伝達式が行われました。県内外から多くのご来賓 

とゾンシャンの皆様にお祝いにかけつけていただき、大 

変賑やかで思い出深い認証状伝達式を執り行うことがで 

きました。皆様本当にありがとうございました。 

☆12/17(火) 例会 

☆１/21(火) 初詣、初例会 

【クラブイベント】 
大阪Ⅰゾンタクラブ 

☆3/5(木) ゾンタローズデイチャリティーイベント 

於 ホテルニューオータニ大阪 13：30〜  （開場 13：00） 

                     講師 舞の海秀平氏 『可能性への挑戦』 

京都Ⅱゾンタクラブ  

☆2/10(月) 例会 講演会 講師 稲垣智都子氏「ウガンダでのボランテイア活動」 

☆3/9(月)  例会 ローズデイ記念講演会 講師 神田加津代氏（奈良万葉 ZC 会員） 

「アドボカシー私の実践―奈良県議会議員としての活動から」 

福井ゾンタクラブ 

☆3/1(日) ローズデイイベント 13 時～ 

 会場 福井県国際交流会館 B1 多目的ホール 

 講師 ◎木下 彰子 ガバナー （国際ゾンタ 26 地区（日本）代表） 

国際ゾンタ、福井ゾンタ活動目標について 

（SDGs５、女性活躍 男女同一賃金の実現を要求する請願、署名運動等について） 
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◎中村綾菜 （福井市議会議員） 

         ワークライフバランスの促進と SDGｓ17 目標に関する“学びから実践へ” 福井の現状 

   コーディネーター  

◎高田訓子（福井のまちづくりと NPO 研究会代表 男女共同参画ネットワーク顧問 

            福井市健康づくり婦人会副会長、福井ゾンタクラブ会員） 

奈良ゾンタクラブ 

☆3/8(日) ローズデイ啓発イベント 奈良近鉄駅前広場 奈良市長に参加して頂きます。 

☆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 

   第１部 式典・記念講演：里中満智子氏  第 2 部 祝賀会・お楽しみアトラクション 

京都雅ゾンタクラブ 

☆4/11(土)  14:00~15:30 親と子どもの朗読会「チックタック～約束の時計台～」西野亮廣氏作品 

場所：ウェスティン都ホテル京都 東山けあげ   

出演：松尾 翠氏（元フジテレビアナウンサー） 

大阪Ⅱゾンタクラブ 

☆3/8(日) ローズデイチャリティーイベント 大阪リーガロイヤルホテル・２Ｆ桂の間 

「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」 

11;45 から演奏 12:15 から食事 

和歌山ゾンタクラブ 

☆3/22(日) ローズデイチャリティーバザー開催予定（アクセサリー、手作り小物など） 

     ホテル・アゴーラリジエンシー堺 1 階 フォースル（ロビー横）南海本線 堺駅西口直結 

大津ゾンタクラブ  

☆3/12(木)  16:30 から‶ローズデイ″黄色いバラに囲まれてゾンタを見つめ直す日でありたいと思う 

大津 ZC 会員によるヴァイオリンミニコンサート＆「ゾンタのお話」  於 琵琶湖ホテル『ローズの間』 

金沢ゾンタクラブ 

☆3/7(土)  ローズデイ 金沢文化ホール 14:30~16:30 

第一部 ハッピーエイジング~キレイで老けないコツ教えます~ 

講師 大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学  森下竜一 氏 

第二部 姫まつり  ~遺伝子をもとにしたアンチエイジング~ 

                    ~モレなくモレる女性のトレーニング~ 

        コーディネーター     金沢医科大学病院 赤澤純代 氏 

      パネリスト  大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学  森下竜一 氏 

パネリスト   株式会社アプサライ 代表取締役社長 松多 愛 氏 

       パネリスト   金沢ゾンタクラブ会員 

福井嶺南ゾンタクラブ 

☆4/5(日)  敦賀市出身の「専業主婦から敏腕プロデューサーへ」の講演会 

福井 FINEゾンタクラブ 

☆3/8(日) ローズデイイベント（開催予定） 

【クラブトピックス】 

福井ゾンタクラブ 

公益社団法人ふくい女性財団新年会において 

  本年までの寄付贈呈に関する感謝状（クリスタル楯）を頂きました。 

  参加者から当クラブの活動に関する評価と祝福を頂きました。 

【会員状況 エリア 3 全会員数 294 名】 

福井ゾンタクラブ 

☆退会会員  志々場博子 平泉きみ枝・・・2 
奈良万葉ゾンタクラブ 

☆新入会員  松本 明子 吉崎 千鶴 佐藤 由美子・・・3 名 

金沢ゾンタクラブ 

☆新入会員  池田洋子・・・1 名 


