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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 

 

 

 

 

 

 

 

【活動報告】 

 

 

大阪Ⅰゾンタクラブ       会長 大西治代  会員数 20 名 

☆2/6(木)  理事会   ・指名委員選出についての協議    （現行 5 名から 3 名に変更） 

・クラブ例会時間の検討       （会員にアンケートを取る）  

・チャリティーイベントの進捗状況の確認 

☆2/20(木) 例会    ・理事会事案の報告 

           ・指名委員選挙           （3 名選出） 

           ・男女同一賃金制の実現を要望する署名回収の催促 

           ・チャリテイーイベント詳細連絡  

☆3/5(木)  理事会   ・新型コロナウイルスの影響によるイベント自粛要請を受け  

チャリテイーイベントの方向を協議 （5/28 に延期と決定） 

☆3/19(木) 例会    ・集会自粛により休会 

 

京都Ⅰゾンタクラブ    会長 松本美智子 会員数 13 名 

☆2/18(火) 12：00～14：00 パレスサイドホテル 2F 出席 7 名 

京都府男女共同参画課から感謝状いただきました。 

足立男女共同参画監、木村女性活躍推進担当課長来訪  

☆3/24(火) 12：00～14：00 パレスサイドホテル 2F 出席 6 名 

当初予定していた障害者支援施設丹波桜梅園は中止となり通常の例会となりました。 

 

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

☆2/10(月) 2 月例会 「NPO 法人アウンジャ」「NPO 法人子どもセンターののさん」2 団体に寄付 

         講演会｢ウガンダ共和国に行ってボランテイア活動に参加｣ 講師 稲垣智都子氏 

☆2/11(火) 東京ⅡZC 第 37 回チャリテイコンサート＆ビンゴの集い･･･1 名参加 

☆2/16(日) 神戸 ZC チャリテイコンサート   ・・・1 名参加 

☆2/18(火) 理事会 

☆3/9(月)  3 月例会 「つばさ園」、｢子ども達と最先端科学技術の架け橋｣ 2 団体に寄付 

          読売新聞｢愛と光の事業財団｣ 寄付 

          ZC100 周年記念 DVD 上映 

☆3/24(火) 理事会 
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エリアディレクター 上田恵子 

春光うららかな季節となり桜をはじめ花盛りの

美しい季節となりましたが、世の中は新型コロナ

ウイルスで心落ち着かない厳しい毎日です。 

皆様いかがおすごしでしょうか? 

ゾンタ活動も、各クラブの例会はじめローズデ

ィイベントも中止、ゾンシャンの研習・交流の機

会も減りエリア通信は寂しい記録となりました。 

エリア通信発行直前にシカゴの世界大会、２６

地区全エリアミーテイング中止の決定を受け、

増々残念で寂しく感じています。 

皆様のご健康と一日も早い収束を祈っています。 

  エリア 3 エリアディレクター 上田恵子 

 

 

 

      エリアディレクター 上田恵子 

 

 

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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福井ゾンタクラブ      会長 清水瑠美子 会員数 15 名 

☆COVID-19 の影響で 3 月、4 月例会を中止としました。 

メール配信 及び Fax、電話での対応としています。 

☆3/1(日)に予定していましたローズデー記念講演会は延期といたしました。 

 

 

奈良ゾンタクラブ         会長 矢尾敬子  会員数 44 名 

☆2/4(火) 10：00～ 第 8 回理事会 

   ・グループトーキングについて 

   ・新入会員歓迎会について 

☆2/17(月) 13：00～ 第 9 回 30 周年実行委員会 

   ・新型コロナウイルス感染拡大への対応について 

   ・各委員会より・・進捗状況及び検討 

☆2/18(火) 17：30～ 2 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 

   ・指名委員会より次年度選出役員・理事の報告 

   ・グループトーキング  

テーマ「例会の曜日・時間・場所等」について各委員会毎で話し合う 

     ・ニコニコ報告 ・バースデープレゼント 

     ・新入会員歓迎会・・ゲーム等を盛込んだ内容で歓迎 

       

☆2/24(月) 10：00～ 第 10 回 30 周年実行委員会 

     ・30 周年記念式典・祝賀会 延期に決定 

     ・各委員会より・・進捗状況及び検討 

☆3/3(火) 10：00～ 第 9 回理事会 

     ・2 月例会でのグループトーキングの結果について 

     ・3 月チャーター例会開催について  

・国際ローズデー記念寄付について 

     ・５月総会までの日程について 

 

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

☆2/7(金)  12:30～15:00 2 月例会 プリンセス日航ホテル京都 

       ・報告事項    

・協議事項  ローズデー企画準備 

・その他  

☆3/4(水)  11:30～14:00 3 月例会 かじか料理店 

       ・報告事項   

・協議事項  次年度イベント最終決定 

・その他  

  

大阪Ⅱゾンタクラブ      会長 内藤惠子  会員数 23 名 

☆3/8(日) チャリティーコンサート中止  

☆3/12(木) 例会 

 

和歌山ゾンタクラブ      会長 田中征子  会員数 14 名 

☆2/16(日) 例会 ローズデー進行状況等 例会後開催場所（アゴーラ堺）にて打ち合わせ 

☆2/27(木) ローズデーイベント中止のお知らせをエリア 3 とクラブ会員に送信。 

☆3/15(日) メール例会に変更（コロナウィルス拡散の予防に配慮して） 
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大津ゾンタクラブ      会長  後藤宮子  会員数 36 名 

☆2/6(木) 理事会 

☆2/11(火) 東京ⅡZC『第 37 回チャリティコンサート＆ビンゴの集い』１名参加 

☆2/13(木) 例会 新入会員について 次期役員選出について 

☆2/16(日) 神戸 ZC『チャリティコンサート』１名参加 

☆  3 月のゾンタ関係行事は全て中止 or 延期のため、活動は無し。 

理事会も例会も中止。全てオンラインで報告、連絡、相談、意見交換をしている。 

 

奈良万葉ゾンタクラブ     会長  関 美津代 会員数 19 名 

☆2/8(土) 理事会   7 名  橿原観光ホテル 

  例会   11 名    〃 

☆3/21(土) 理事会   8 名  橿原観光ホテル 

例会   11 名 

 

金沢ゾンタクラブ    会長  井口千夏  会員数 32 名  

☆2/7(金)   指名委員会・・・6 名 

☆2/11(火)  東京Ⅱ 第 37 回チャリティーコンサート＆ビンゴの集い」・・・2名 

☆2/16(日)  神戸 ZC チャリティーコンサート・・・2名 

 

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

☆2/3(月)  京都山科毘沙門堂 西尾智子を訪問 3 名 

☆2/10(月) イベント打合せ 19 時～     4 名 

☆2/13(木) 地元テレビ局嶺南ケーブルネットワーク社長挨拶 

☆2/18(火) 敦賀市文化協議会 会長訪問挨拶 

☆2/24(月) イベント打合せ 19 時～ 

☆3/15(日) 西尾智子来敦  11 時 

     嶺南ケーブルネットワーク 社長・制作者打合せ 14 時～ 

     以後コロナウイルスにて電話で打合せ 

 

福井 FINEゾンタクラブ    会長  粒﨑幸夫  会員数 21 名 

☆2/18(火)  例会 FUKUI ユアーズホテル 

☆３月   例会 中止 

 

【クラブイベント】 

 
大阪Ⅰゾンタクラブ 

☆5/28（木）ゾンタローズデイチャリテイーイベント   

於 ホテルニューオータニ大阪 

                 講師 舞の海秀平氏 『可能性への挑戦』 

京都Ⅱゾンタクラブ  

☆4/13(月) 4 月例会 2017 年度奨学生杉山由里子氏 ボツワナ留学報告 

☆5/11(月) 5 月例会 NPO 法人ワンストップセンターに寄付 

 

奈良ゾンタクラブ 

☆9/26(土) 奈良ゾンタクラブ 

30 周年記念式典・祝賀会開催 

 
京都雅ゾンタクラブ 

☆「親と子どもへの読み聞かせ」を延期のため日時は後日報告予定。 

 

大阪Ⅱゾンタクラブ 

☆4/26(日) 移動例会 信楽観光、MIHO 美術館 
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福井嶺南ゾンタクラブ 

☆３月８日に予定していたローズデーイベントは中止しました。 

☆５月 10 日に予定していた音楽イベントは延期しました（時期未定） 

【クラブトピックス】 

奈良ゾンタクラブ   大阪１ゾンタクラブ会長 大西治代様大阪１ゾンタクラブ会長 大西治代様大阪

１ゾンタクラブ会長 大西治代様 3/2～3/6 奈良市役所内 パネル展示コーナー 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都雅ゾンタクラブ 

コロナ対策に基づき、4 月、5 月のすべての企画を中止又は延期。 

大津ゾンタクラブ 

中西千里会員が、第 10 回『花会』を、『ひらかた京町家』を会場に開催。（2/23.24） 

花の優しさにつつまれた優美な空間を演出しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会員状況 エリア 3 全会員数 293 名】 

大津ゾンタクラブ 

☆新入会員 速水啓子 

福井 FINEゾンタクラブ 

☆退会会員  齋藤ゆき、松村喜美代  ２名 

 

国際ゾンタローズデー 奈良ゾンタクラブローズデー 

   中止となりました 

第６５回 世界大会 (シカゴ) 

２６地区 全エリアミーティング 

 

         

コロナ騒動の中、エリアミーテイングの 

開催について悩み、心配しながらもいろい

ろ検討し準備を進めて参りました。 

ご案内発送前日に「中止」との決定を受け

ました。正に事態は流動的で残念です。 

この危機を元気に乗り越え、またいつか 

お会いできる日を楽しみにしています。 

大津ゾンタクラブ 

         AD 上田恵子 


