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【活動報告】
2018-2020 年

紫陽花の美しいころとなりました。
世の中は新型コロナウイルス騒動で、心浮かな
1. 児童婚を終わらせる
い現状ですが、最近は少し光が見えてきたよう
にも思います。
2.“Zonta Says NO” ”He For She”活動の推進
2018 年 7 月、日本で初の横浜・国際大会を終
3. ｢男女同一労働同一賃金」の法制化推進
え、エリア 3 AD の仕事が始まりました。
木下ガバナーの良きご指導の下、26 地区理事、
4. ４つの奨学金全てに応募
役員、エリア 3 の皆様と貴重な時をご一諸し、
5. 100周年に向けての活動展開
地区目標に沿い、地区とクラブの懸け橋として
AD の役割を果たしていく中で沢山の事を学
6. 会員増強
び、体験させていただき思い出が一杯です。
かけ端としての任務は
しかし、2020 年 3 月になってからは新型コロナウイルスの為、
クラブの活動、エリアミーティング、

国際ゾンタ２６地区目標

国際大会等すべてが中止となり寂しく残念でした。でもそんな中でも 26 地区各クラブに於いては、
それぞれ工夫して奉仕活動をしておられるのはさすがと敬服し、学ばせていただきました。
国際大会は中止となりましたが、オンラインで開催され国際理事や国際指名委員の選挙もオンライ
ンで実施されます。初めての事ですがこれも勉強、頑張ってご協力くださるようお願いたします。
皆様の温かい支えのお陰で国際ゾンタ創立 100 周年記念の 2 年間を無事務めることができ、感謝と
共に、素晴らしいリーダーシップの次期ＡＤ西川ひろこ様にバトンを渡せる幸せを感じています。
皆様ありがとうございました。感謝をこめて。
エリア 3 エリアディレクター 上田恵子
大阪Ⅰゾンタクラブ
会長 大西治代
会員数 16 名
☆4/2(木) 理事会
・新型コロナウイルス感染防止の自粛要請により休会
☆4/16(木) 例会
・理事会同様に休会
☆5/7(木) 理事会（ライン会議）
・5/28 開催予定のチャリテイーイベントについて
：2021.3.4（木）に延期とする
：役割分担等は現行のままで
と決定
☆5/28(木) 例会（誕生月例会）
・オンラインで行われる世界大会の詳細説明
・次年度新役員の紹介
・退会者への労い
・新旧役員交代式
京都Ⅰゾンタクラブ
会長 松本美智子
会員数 1１名
☆4 月・5 月例会は、新型コロナウイルス感染症予防のため中止。
尚、５月のチャーター記念例会にご講演依頼しておりました社会福祉法人白百合会
楠りつ子様には、次年度改めてご講演をお願いする予定です。
京都Ⅱゾンタクラブ
会長 森本博子
☆4/22(水) チャリテイ園遊会 新型コロナウイルス感染拡大のため中止
☆4 月、5 月例会 中止、書面、メールにより開催、決議
☆4 月 理事会 中止
☆5 月 理事会 6 月 2 日に延期
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会員数 40 名

福井ゾンタクラブ

会長 清水瑠美子

会員数 15 名

☆医療関係者、県内各自治体関係者への寄贈
福井ゾンタクラブは 4 月 27 日、
（COVID-19：新型コロナウイルス）に感染した患者さんへの治療・
ケアに奮闘されている医療関係者、県内各自治体関係者への感謝と支援の心を届けたいと「乳酸菌飲料
2000 本」を寄贈いたしました。配分については県の担当部署により、県内のコロナ患者対応病院（11）、
福井保健所、各地区健康福祉センターに配分され、県知事はじめ各病院の院長からクラブ宛に丁寧なお
礼状が届きました。看護師や医療関係者に対する誹謗（ひぼう）中傷を止めること、女性の活躍とその
功績を讃えるとする福井ゾンタ会員の声を届けることができました。

奈良ゾンタクラブ
会長 矢尾敬子
会員数 43 名
☆4/7(火) 理事会 （コロナ感染拡大防止の為中止・・メールにて発信）
☆4/14(火) 理事・委員長会議 （コロナ感染拡大防止の為中止・・メールにて発信）
☆4/21(火) ４月例会 （コロナ感染拡大防止の為中止）
☆5/7(火) 新理事・新委員長会議（コロナ感染拡大防止の為中止・・メールにて発信）
☆5/19(火) 理事会 11：00～ ＬＩＮＥ電話で会議
☆5/19(火) 総会資料準備
京都雅ゾンタクラブ
会長 阿蘇和代 ・西村寛子
☆4 月例会：ライン会議
1 日・3 日・8 日・14 日・15 日・19 日・22 日・24 日
「27 日ウｴスティン都ホテル京都の休業始まる」
連絡事項＝国際・地区・その他
協議事項＝イベントの中止について
クラブ退会者の報告について（前年より相談済）
☆5 月例会：ライン会議
5 日・10 日・12 日・13 日・14 日・16 日
連絡事項＝国際・地区
協議事項＝諸般事その他

会員数 １名

大阪Ⅱゾンタクラブ
会長 内藤惠子
会員数 22 名
☆４月移動例会“MIHO,美術館、信楽観光”の予定がコロナウィルで、中止になりました。
☆５月メール会議で例会を開きました。
和歌山ゾンタクラブ
会長 田中征子
☆４月理事会
電話・メールにて会議を行った。
☆４月例会
緊急事態宣言に伴い、例会を中止。メール例会を行った。
☆５月理事会
電話・メールにて会議を行った。
☆５月例会
緊急事態宣言に伴い、例会を中止した。

会員数 13 名

大津ゾンタクラブ
会長 後藤宮子
会員数 35 名
☆４月、５月は、集まりを極力避けるため、理事会・例会は全て中止しました。
その代わりの方法として、会長が前もって報告事項、協議事項を書いた手紙を会員へ郵送し、
その後、グループ LINE と e-mail とで承認をもらうことにしました。
また、指名委員会も、LINE と e-mail でクラブ役員・理事の立候補と推薦を募り、
次期の役員・理事を指名しました。無事に終了したが、この方法は時間（日数）がかかるので、
次期は ZOOM 理事会等も検討したいと思います。
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奈良万葉ゾンタクラブ
会長 関 美津代
☆新コロナウイルス感染予防のための緊急事態宣言により例会等自粛

会員数 19 名

金沢ゾンタクラブ
会長 井口千夏
会員数 32 名
☆5/20(水) 通常例会・・・コロナのため中止
☆5/23(土) エリア 3 エリアミーティング@ウエスティン都ホテル京都・・・コロナのため中止
福井嶺南ゾンタクラブ
会長 松本律子
会員数
☆4 月・5 月は新型コロナウイルスにて例会・活動自粛
☆5/18(月) 自粛中の中、次年度の役員を決めるため 1 時間ほど集まりました。
福井 FINE ゾンタクラブ

会長 粒﨑幸夫

4名

会員数 21 名

☆4 月、5 月、例会 中止

【クラブイベント】
大阪Ⅰゾンタクラブ
☆ゾンタローズデイチャリテイーイベント

2021.3.4（木）13：30〜（開場 13：00）に再延期
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』
京都雅ゾンタクラブ
☆すべて中止となりました。
金沢ゾンタクラブ
☆6/17(水)

2020 年度総会

福井 FINE ゾンタクラブ
☆5/10(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】
福井ゾンタクラブ
☆5/20(水) 緊急臨時会議の開催 17：30～18：30 終了 19：30
定例会の会場は閉鎖中ですので別会場で三密に留意し間隔開けた座席を準備し開催しました。
報告事項
〇ゾンタ・トーク：国際ゾンタが実施したウエブディスカッション
（５月１６日Ａｍ５：００～）について映像を伝達
〇次期役員について
〇寄贈に関する知事・各病院長・福井新聞の報道についての報告閲覧
奈良ゾンタクラブ
☆島本太香子会員・・4 月奈良大学副学長就任 ・・・ おめでとうございます
京都雅ゾンタクラブ
☆5/1(金) 福井嶺南 ZC よりマスクをご恵送頂きました。ありがとうございます。
大阪Ⅱゾンタクラブ
☆福井嶺南 ZONTA CLUB より、希望者にマスクをいただきました。
和歌山ゾンタクラブ
☆5 月 福井嶺南ゾンタクラブ よりマスクをお送りいただきました。
ゾンタの助け合いの精神に触れ、会員一同感謝の気持ちで受け取りました。
大津ゾンタクラブ
☆福井嶺南ゾンタクラブの松本律子会長よりマスク提供のお申し出を頂き、会員数分のマスクを頂戴しま
した。本当に感謝しています。ありがとうございました！
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福井 FINE ゾンタクラブ
☆学校休校で給食が無くなり、
子供への食事の提供など経
済的負担が増えるひとり親
家庭のために、10 日間無償
でお弁当を配布するなど、
総額で 48 万円を県内の母子
寡婦福祉連合会、並びに子
ども食堂等へ寄贈しました。

【会員状況

エリア 3

6 月 1 日現在

会員数 272 名】

但し退会者は 5 月 31 日付 入会者は 6 月 1 日付です。
大阪Ⅰゾンタクラブ
☆退会者：上嶋泰子会員

金戸光子会員

高木ひろ子会員 福味真樹紅会員
京都Ⅰゾンタクラブ
☆退会者：浦西志貴子会員
京都Ⅱゾンタクラブ
☆退会者：佐久間淑子会員
☆入会者：山本佳陽子氏
奈良ゾンタクラブ
☆退会者：羽田恭子会員
京都雅ゾンタクラブ
☆退会者：阿蘇和代会員
國分佳恵会員
高山美智子会員
仲井洋子会員
永末摩美会員
大阪Ⅱゾンタクラブ
☆退会者：丸山優子会員
和歌山ゾンタクラブ
☆退会者：杉木真弓会員
大津ゾンタクラブ

尾﨑佳津子会員

国際ゾンタ 26 地区各エリア
2020 年活動報告書
作成・発行しました
江田洋子会員
澤井早和乃会員
立川裕美会員
中川佳子会員

ご活用ください。
エリアⅠAD 水野幸子
エリア 2 AD 矢﨑和喜子
エリア 3 AD 上田恵子
エリア 4 AD 和田津美智代

☆退会者：黄瀬桃子会員
福井嶺南ゾンタクラブ
☆退会者：本間美恵子会員 児玉久佳会員
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