Area3 news leteer no.1
Zonta International Ｄ26

Area3 Area NewsLetter

No.1 2020.8.10

2020－2022 Area3 Area Director 西川ひろこ
TEL＆FAX：0742‐45‐0656 Ｅ-mail d26area3director@zonta-26.jp
ご あ い さ つ
ご あ い さ つ
本年６月より２年間エリア３エリアディレクターを務めさせていただきます。 微力ではございますが、皆様に
ご協力いただきながら実りある２年間となりますよう努めたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。
今般のコロナ禍の中、世界大会、エリアミーティング、例会、イベント等の活動中止や延期を余儀なくされ、
多くの参加者を募る形のイベントは当分見送らざるを得ない状況です。この状況下、ソーシャルメデア、ＳＮＳ
等様々な通信手段を使いアドボカシー活動を通し課せられた目標や使命を遂行出来れば、チャリティーイベ
ントが難しい中で、新たな方策でのファンドづくりに繋がるのではないかと期待を持っています。
新組織での各クラブの取り組みの報告と会長様方の抱負には、前進力が溢れています。
この１年、エリア３では主に次の３つの目標を皆様と共に取り組みたいと思っています。
１、会長間の綿密な連携 ２、会員の維持に努め、退会を防ぐ ３、ファンドづくりの新たな方策
この通信がエリア内の情報交換、共有の場として皆様に有用なものとなりますよう、
そして楽しみにしていただける発信になることを願っております。

２０２０年～２０２２年
26 地区活動目標
（１） 国際の 4 つの奉仕目標を支援する
（２） 4 つの奨学制度すべてに、地区から応募者を
出す
（３） ゾンタクラブがない都道府県に新クラブを作る
（４）２６地区に打ち上げられているヒトデがいないか
発掘したい。教えてほしい。
それを目標にしていく

エリア３会員状況
８月１日現在の会員総数

２６７名

増 減
（－５名 ）
新入会員
２名
伊藤 洋一氏 福井Ｚ.Ｃ（市議会議員） 6/1
平岡 由子姉 京都ⅡＺ.Ｃ（会社役員） 8/1
退会者数
７名
谷川 由紀乃姉 ・ 斎藤 美幸姉（福井）
森田 順子姉（奈良万葉）
水橋 利江子姉 ・ 川田 恵子姉（金沢）
中井 玲子姉・原田 亜紀姉（福井ＦＩＮＥ）
移籍会員 １名
西村 寛子姉（京都雅 → 大津へ） 7/6 付

地区理事会より（7 月 23 日）
世界大会のバイローズの改訂されたところは、既に国際の HP にアップされている
バイローズや必要なマニュアルは、英文と和訳対訳で見開きに掲載したものを作成する
オンライン世界大会の翻訳料は、会員一人当たり１０００円、地区会計より各クラブに請求
会員に２種類のリーフレットを配布する
国際が発行している会員自己研修用のリーフレット――和英対訳
会員が携帯し会員増強用、イベントでの配布用――日本語版
２０２０年から２０２２年の地区予算について
補正予算を出し、郵便投票にてクラブの承認を得る
木下彰子国際理事への活動費の支援について検討がなされた
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活動報告＆クラブトピックス
クラブ名
会長名
会員数

大 阪Ⅰ
上田 恵子
（１６ 名）

活動報告（６月～７月末）
理事会・例会・他

トピックス・その他
２０２０年度活動目標

6/4 ：理事会 新旧役員引継ぎ
6/18：例会 会長交代式・役員就任・2019 年度会計報告・
2020 年度予算案審議・委員会報告（例会についてア
ンケートを取る）
ＡＤより国際大会について説明
7/2 ：理事会
7/16：例会 2020 年度予算案承認・国際大会の報告（質疑
応答）・アンケート集計報告・年間計画案協議
2021 年 1 月 21 日大阪Ⅱとの合同新年会は花外楼で

2020 年度新役員の皆さん
例会、理事会を有意義で実りあるもの
とし、楽しいひと時としたい

京 都Ⅰ
宇治田恵子
（１１名）

6/6 ：例会・総会 於：竹谷山正定院
京都市立塔南高校小野校長来訪奨学金受領者の
礼状代読
7/21：例会 於：竹谷山正定院
今年度の活動の詳細について・国際大会報告
役員会に京都府男女共同参画課より来訪された件

京 都Ⅱ
隅田 友子
（４１名）

6/22：2020 年度総会
2019 年度決算報告及び 2020 年度予算案 2019 年
度各委員会事業報告及び 2020 年度事業計画案
6/25：理事会
7/13：例会 2017 年度奨学生 （ボッワナ大学留学）
杉山由里子さん「帰国報告」 講演
7/16：理事会

これまで京都Ⅱクラブが培ってきたクラ
ブの精神を大切に、出来る事から実行
する

福 井
後藤 俊子
（１４名）

6/17：福井嶺南と合同例会
世界大会について・会長交代式・新入会員紹介
7/15：新役員活動組織・活動計画・会員募集について、他

世界的な COVD-19 の猛威による社会
の変化に、ゾンタの精神を基にした新
たな活動の展開を模索していきたい

奈 良
奥田美智子
（４３名）

6/8 ：新年度理事会
6/16：総会 2019 年度決算・活動報告 会長交代式
2020 年度予算案・活動計画審議‥承認
7/7 ：理事委員長会
7/21：例会 第 1 部・30 周年記念表彰式
① 奈良女子大学自然科学物理学領域助教･下村真弥氏
②「参画ネットなら」 に贈呈
第 2 部・例会 世界大会報告他

＊9 月 26 日に延期していた設立 30 周年
記念式典はコロナが収まらない為
止む無く中止。7 月例会時に表彰状の
贈呈式を行いました
＊3～5 月は例会中止に伴い、その食事
代相当分を地域の子供食堂に寄付す
る事に決定

表彰式

大 阪Ⅱ
幡山 玲子
（２２名）

会長交代式

6/11：例会 2020 年度活動計画
7/9 ：例会 2019 年度決算報告・2020 年度予算案審議
6 月・7 月例会はコロナウイルス感染防止のため、例会
場を大きな会場に変更して開催しました
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10/22：第 54 回チャリティーバザーを予定
稲葉順子さんのギター演奏会
（三蜜を避け風通しの良い広い場所で）
会員の貴重な時間を費やす事業や例
会が、充実したものになりますようにと

設立３０周年の歴史を受け継ぎ、次世代
に即応した意見や考えが反映される
発展的運営を進め、現状に即した活動、
地域への協力や支援をする
11 月移動例会（例年は 1 泊旅行）は中止
し、通常例会とする
WITH COVID-19 に留意しつつ、楽しい
クラブ運営を心掛けてゆきたい
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クラブ名
会長名
会員数

活動報告（６月～７月末）
理事会・例会・他

トピックス・その他
２０２０年度活動目標

和歌山
山下 慶子
（１３名）

6/21：クラブ例会（総会）新体制でスタート
理事会開催
7/19：クラブ例会 年間スケジュールの検討

大 津
辻野 紀子
（３６名）

６月は活動自粛
7/2 ：理事会
ＬＩＮＥ・メールでの処理継続
7/6：西村寛子姉が京都雅より移籍…全員一致
で承認
7/9 ：例会 役員・理事出席
新年度スタート
岡澤則子会員が 26 地区ガバナーに就任
会員一同誇らしく思い、モチベーションも
上がっている

奈良万葉
西井 教代
（１８名）

6/20：2019 年度総会・例会
7/4 ：例会
7/21：三役会
9～11 月中 移動例会予定
（新型コロナ感染症状況に依り変更有り）

9/5：例会及びＡＤクラブ訪問 予定
1．新規奉仕先の発掘
2．各委員会の自主的活動の強化（各委員会がさら
に積極性をもってクリエイティブな活動を）

6/3 ：理事役員会
6/17：2020 年度総会
7/7 ：世界大会オンライン投票
7/15：理事役員会・例会

8/19：夜会例会ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢
9/16：移動例会 金沢港クルーズターミナル（予定）
今年はイベントが出来ないので、その中でできるこ
とは、発信や啓発ではないかなと考えています。世
界の虐げられている少女や女性の実情やゾンタク
ラブの活動を世の中の方々に発信し、考えてもらう
事に力を入れたい

6/17：福井クラブと合同例会
6/22：例会 会長交代式
7/7 ：福井クラブ前清水会長と打ち合わせ

国際ゾンタの目的・方針に沿って、地域に根差した
活動が必要とされる団体として活動していく所存で
す

金 沢
鍬田 葵洸絵
（３０名）

福井嶺南
桑名 哲次
（４名）

福井ＦＩＮＥ
松木海穂
（１９名）

会員の皆様とともに、仲良くチャレンジ精神をもって
取り組んでいきたい

8/19：納涼会 柊家旅館（正会員のみ）
11 月：日帰り研修
12/ 6：第 21 回大津ゾンタ Xmas バザー＆チャリティ
＊ゾンタの原点を考え、小さなことをひとつひとつこ
なしていくこと
＊私たちの活動のあり方、例会の方法などオンラ
インを取り入れる工夫をする

6/16：総会・会長交代式
6/29：鯖江市長訪問
7/21：理事会・役委員会
7/27：例会
鯖江市長訪問
会長交代式

２０２０年度 ２６地区エリアミーティング予定

予
告
‼

エリア１
エリア２
エリア３
エリア４

：
：
：
：

２０２１年５月２９日（土）
２０２１年５月１５日（土）
２０２１年５月２２日（土）
２０２１年４月１０日（土）
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担
担
担
担

当
当
当
当

：
：
：
：

仙台ゾンタクラブ
山梨ゾンタクラブ
奈良万葉ゾンタクラブ
北九州ゾンタクラブ
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クラブ会長様ご紹介 （Part 1）
クラブ会長様に、クラブ運営の抱負（活動報告内の茶色の文字）と座右の銘・モットー・趣味など報告
いただきました。 今回は、先ずは６ クラブの会長様をご紹介いたします。

クラブ会長名・モットー・趣味など

クラブ会長名・モットー・趣味など

大 阪１ 上田 恵子 会長

京 都１ 宇治田 恵子 会長

“健康で明るく優しく”をモットーとしていますが…

知らないことを知る喜びは格別

趣味は美術館巡りです

好奇心で常に頭の中を満たしていたい

京 都Ⅱ 隅田 友子 会長

福 井

いつも楽しく和を以って、物事を進めていくこと

喜んでいただくことを実行したい
希望：Ｗｅｂ会議を開催し、世界大会に準じてゾンタ
の統一した活動に繋げていただきたい

趣味は美術鑑賞・旅行・茶道

奈 良

後藤 俊子 会長

奥田 美智子 会長

大 阪Ⅱ 幡山 玲子 会長

「奉仕の慶び・奉仕の感動・つなげる奉仕の心」 を
スローガンに
趣味は華道・ガーデニング（薔薇にはまっています）

モット－は「誠実」
趣味はとりたててなし

≪次号の Part 2 どうぞお楽しみに！≫

ニューファミリー誕生！
奈良公園では今年も可愛いい

AD 活動報告

バンビが誕生し、お客様をお迎

7 月７日・１８日

各クラブ会長宛、
連絡メール発信
（活動報告・その他）
7 月 15 日 エリアディレクター引継ぎ
7 月 23 日 第 1 回地区理事会
7 月 24 日 京都勉強会参加

えしています。
のどかな家族団らんのひととき
です。

右の写真は、奈良ゾンタクラブ会員
岡本佐知子姉の撮影によるものです
（全日本写真連盟関西本部委員 ）
毎号、「ほっと一息」となる写真を
ご提供いただきます
お楽しみに！
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