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 ご あ い さ つ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年～２０２２年 

エリア３ 活動目標 エリア３会員状況 

（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）ファンドつくりの新たな方策 

 

“ZONTA  SAYS  NO” について 

11月 25日～12月 10日迄、ZONTA SAYS NO期間 

  11月 25日は、女性に対する暴力撤廃国際デー 

  12月 10日は、世界人権デー 

１０月１日現在の会員総数   ２７０名  

増 減   （+３名 ） 

 新入会員       

  山浦 光一郎氏 福井Ｚ.Ｃ（弁護士・県会議員）9/22 

金 燕 姉 大津Ｚ.Ｃ（自営業） 8/6 

  日淺 二郎氏 大津Ｚ.Ｃ（代表取締役）8/6 

  畑 まひろ姉 福井嶺南Ｚ.Ｃ（会社役員）8/6  

 

 ご逝去報告 

田中征子姉（和歌山ゾンタクラブ前会長）7/28 
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ＡＤよりの連絡  

クラブストアは、試みの段階です。12月号での第 2回取り組みの様子を見て、その後の方法を検討したいと 

思います。  

 ご あ い さ つ  

萩も可愛い花を咲かせ秋も深まってまいりました。 エリア通信第 2号をお届け致します。 

８月に入り、和歌山クラブ前会長、田中征子様ご逝去の悲しいお知らせが入りました。和歌山でのエリア 

ミ－ティングでは、大変お世話になりました。ここに謹んで哀悼の意を表します。 

 

9月 5日に、第 1番目のクラブ訪問で奈良万葉クラブを訪問させていただきました。 西井会長のリーダーシ

ップップの下、明るく和やかな雰囲気の中で活発に意見交換され、生き生きと運営なさっている様子を拝見

致しました。 今後、順次ご希望いただいている日程でクラブを訪問させていただきます。 

With コロナの中、今回の通信の中でクラブの物品販売の欄を設けました。エリアの目標（３）ファンド 

づくりの新たな試みにと、トライしてみました。 12月号でも掲載したいと思います。 

１１月２５日から１２月１０日は、ZONTA SAYS NO期間です。コロナ禍で新たなＤＶが問題となって 

いる今、可能な範囲でゾンタとして取り組める活動をクラブで企画、検討いただきたいと思います。 

 ２０２１年度エリア３エリアミーティング予定！  

５月２２日（土） ホスト：奈良万葉ゾンタクラブです 
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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 

活動報告（８月～９月末） 

理事会・例会・他 

トピックス・その他 

エリアへの希望など 

大 阪Ⅰ 

上田 恵子 

（１６ 名） 

8 月例会は休会 

９/5 理事会 

9/17 例会 ・26 地区補正予算案並びに国際役員・理事 

      基金設立案について審議 

・2021 年 5・22 のエリアミーティング特別例会とする 

・六島雅子会員による「よもやま話」好評でした 

（詳しくは大阪ⅠＨＰをご覧ください） 

 

 

 

 

 

    

京 都Ⅰ 

宇治田恵子 

（１１名） 

8 月 休会 

9/15 例会 大聖寺にて 

   物故者慰霊祭 

   静原寮へお菓子・お茶贈呈 

  （コロナの為訪問は出来ず職員さんに手渡し） 

10/22：第 54回チャリティーバザーを予定 

稲葉順子さんのクラシックギター演奏会 

於：正定院  チケット代 5,000 円 

午前の部：１０：００～１２：００ 

午後の部：１２：３０～１４：００ 

京 都Ⅱ 

隅田 友子 

（４１名） 

8/5 納涼例会はコロナの為中止 

   チャリティー園遊会候補の「京都文化博物館」下見 

8/27 理事会 園遊会・木下彰子国際理事就任お祝いに

ついて 

9/14 例会 山本佳陽子会員による講演 

  「知的好奇心とものつくり」～妖怪ハンカチ制作現場～ 

9/24 理事会 10 月例会の講演及び 11 月の移動例会 

 

福 井 

後藤 俊子 

（１５名） 

＋１ 

8/19 例会 会員卓話 伊藤洋一氏 

「情報通信のこれから」  

9/16  例会 自己紹介 伊藤潤一郎氏 

       「保護司としての活動他について」 

クラブストア情報 

福井県発祥の「日本一のおいしい誉れ

高きお米“いちほまれ”を発売予定！ 

連絡先：清水瑠美子 

奈 良 

奥田美智子 

（４３名） 

8 月 例会休み 

8/8 奈良市福祉協議会 子供食堂支援の為見学 

8/17 理事会 例会について・Ｚｏｏｍ研修 

9/1  理事会 オンライン会議 

9/15 直前理事会・例会・贈呈式・ゲスト 1 名 

  ・ 「奈良県福祉協議会へ災害時授乳ケープ贈呈」 

  ・ 26 地区補正予算案・基金設立についての審議など    

クラブストア情報 

メガネホルダー 3,000 円（送料込） 

 

 

 

 

 

授乳用ケープ贈呈 

大 阪Ⅱ 

幡山 玲子 

（２２名） 

8 月  納涼例会 コロナの為中止 

9/3  ＺＯＯＭ役員会 

9/10  例会 リーガロイヤルホテル中の島 

卓話 猿渡恭子氏 

   「心の不調を抱えて生きる～摂食障害への理解を～」 

 

和歌山 

山下 慶子 

（１２名） 

－１ 

9/20 例会 ・26 地区補正予算案・国際役員・理 

事基金設立について 

     ・エリア通信での物品販売について 

     ・アドボカシー委員会より「子供の貧困と実情」につ

いての研究発表 

     ・今後の奉仕活動について 

9/20 理事会 

 

 

 

大役を引き受けたものの、まだまだ分か

らに事ばかりです。いろいろ教えていた

だきたいと思っています 
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クラブ名 

会長名 

会員数 

活動報告（８月～９月末） 

理事会・例会・他 

トピックス・その他 

エリアへの希望など 

大 津 

辻野 紀子 

（３８名） 

＋２ 

8/19 新旧会長交代式 

    新入会員へのメンター制度導入を決める 

   ・納涼会 柊屋さんで 参加は自由 

    岡澤ガバナー就任お祝い 

    新入会員歓迎会・公開オリエンテーション 

9/2 木下国際理事就任祝賀会準備の為小倉へ 

9/3 理事会 11 月に日帰り研修予定 

9/10 例会 ・西村寛子姉卓話 

・クラブ内オークション開催        

・12/6 第 21 回大津ゾンタ 

X’mas チャリティ-バザー＆パーティ開催 

・クラブ 20 周年誌の作成決定 

「Web 会議のすすめ」 これは今後どのクラブに於

いても課題です。新旧会員が共存可能になるよ

う、若者と年配者が歩み寄り前進するための何

かエリアが共通のミッションとプログラムを望み

ます。 

奈良万葉 

西井 教代 

（１８名） 

8 月  休会    8/29 理事会 

9/5  例会・西川エリアディレクター訪問 

9/末 理事会予定 

クラブストア情報 

①水牛ペンダント（赤）3,000 円 

②Ｚ水牛イヤリング 3,500 円 

③Ｚ水牛ペンダント 3,500 円 

連絡先: 森 範子 yonedamorimori@nike.eonet.jp 

金 沢 

鍬田 葵洸絵 

（３０名） 

8/20 石川県内の養護施設へ歯ブラシ寄贈 

（コロナ禍で健康維持に口腔ケアの重要性から 

  2,000 本） 

9/16 移動例会  

金沢クルーズターミナル 

上出美幸会員が長女ご出産！  （金沢Ｚ.Ｃの    

    ゾンシャンでは                  

4 人目の出産） 

 

    

 

福井嶺南 

桒名 哲次 

（５名） 

＋１ 

8/10  例会 4 名 

コロナ対策オリジナルグッズセット企画提案 

8/19・24・30  グッズ企画打合わせ 

9/1  打合わせ、商品持ち帰り、配信準備 

9/2  エリア 3 各クラブ会長宛に案内配信 

9/3‐5 セット詰め合わせ・発送準備 

コロナ対策オリジナルグッズ６５００円（送料込み） 

内容：抗菌オリジナルマスク 

    除菌・消臭スプレー ・ 手作りマスクケース 

    除菌・抗菌ウエットタオル（テーブル用） 

  水に流せるハンドタオル  ７５００円相当 

連絡先：松本律子 office@hakuken.com 

携帯番号：０９０-７５８９-３２８９  

福井ＦＩＮＥ 

松木海穂 

（１９名） 

8/24 8 月例会 グランユァ-ズふくい 

8/25 稲田朋美衆議院議員訪問「こども宅食」 

    設立の説明を聞く 

9/3  エリア通信でのオークションの打ち合わせ 

    9 月例会 グランユァ-ズふくい 

クラブストア情報 アクセサリー（送料込み） 

 ・ネックレス 10,000 円 ・ペンダントセット 13,000円 

 ・ブローチ 10,000 円 ・パールピアス 5,000 円 

① コロナ渦の中において活動の注意点など 

（コロナとの共存、対策、コロナ影響など） 

② 現在注目される、SDGｓや、ジェンダーギャップ

など他クラブでの学習内容の公開など 

LINE ストア情報 （購入希望や詳細の問い合わせは、各クラブの連絡先に）（申し込みはクラブ単位で） 

福井嶺南ゾンタクラブ 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先：松本律子 

福井 FINE ゾンタクラブ 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先：前川百合子 

奈良万葉ゾンタクラブ 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先：森 範子 

奈良ゾンタクラブ 

メガネホルダー 

 

 

 

 

 

 

連絡先：矢尾敬子 

mailto:office@hakuken.com
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クラブ会長様ご紹介 （Part 2） 

    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。 後半の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 

和歌山  山下 慶子 会長 

「笑門来福」笑顔は心の花。いつも笑顔で感謝を忘れ

ず日々を過ごしていけたらと思っています 

モットーは「笑福来福」笑顔は心の花。いつも笑顔で 

大 津  辻野 紀子 会長 

揺るがない信念“情熱”を持ち続け突き進む！！ 

この言葉をモットーに、クラブメンバーがしっかり寄り

添い共に進んでいけるよう最善を尽くします 

奈良万葉 西井 教代 会長 

首尾一貫。  

何事にも筋の通った言動を心がけています 

金 沢  鍬田 葵洸絵 会長 

美しい瞳であるためには、他人の良いところを探し 

ましょう。美しい唇であるためには、美しい言葉を使 

いましょう。オードリー・ヘップバーンの言葉で若い 

頃から心に留めており気を付けていることです 

福井嶺南  桒名 哲次 会長 

「何をするにも楽しむ」地元「子ども食堂」に参加 

青年会議所での町造りの一環で「祭り神輿」に関わっ

て以来、県内・浅草の神輿を担ぎに行っています 

福井ＦＩＮＥ  松木 海穂 会長 

相手の潜在的な能力を発揮能力にし、感性と知性

のバランスを考え美しく生きること 

趣味は園芸、絵手紙、絵画、マリンバ演奏 

 

            ほっと一息！ 写真コーナー 

 

                 村の鎮守の神様の・・・♪♪ 

祭りばやしの聞かれる季節になりました。 

今年はコロナに影響されそうですが、いつもと 

変わらず準備が始まってます～。 

phot by s.okamoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AD 活動報告                                  

９月５日 奈良万葉クラブ訪問、 

 

クラブ会長への連絡メール配信 

  8/21 エリア 3 フアンドづくりの為に 

エリア通信物品販売掲載の件 

  8/27 YWPA 奨学生募集要項 

   9/1 * 地区より連絡事項（補正予算他） 

*JMK/アメリア・イアハ-ト奨学生 

募集要項 

  9/2  地区よりの補足表 

9/4 *地区よりクラブ会長・役員名簿 

  *エリア 3 8～9 月 活動報告書 

9/6  福井 FINE メールアドレス訂正 

  9/8  地区より国際理事・役員の挨拶 

  9/14 地区会員委員長よりの連絡 
 


