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ごごああいいさ さつつ
ニューノーマルでの活動を余儀なくされてきました２０２０年も最後の月を迎えました。10 月以降各クラブでは
新たな取組の実践、会員増強などパワフルに活動を推進していただいております。
この間私は、木下国際理事就任の祝賀会に参加、京都 II クラブ･和歌山クラブ･福井 FINE クラブを訪問と京都 I
クラブのバザーに参加させていただきました。
京都 II クラブの例会では「ダブルチェックの落とし穴」と云う講演の後、効率よく活発に意見交換され温かい雰囲
気の例会を拝見しました。今迄、人間関係が原因での退会者はおられないとお聞きしていた事を納得しました。
又、新入会員さんにメンターを配して大切に育成しておられる姿勢は、会員維持に重要な事だと思いました。
和歌山クラブでは JMK 奨学生の授賞式が行われ、受賞者伊藤真純さんに地区賞を贈呈させていただきました。
将来はゾンシャンに？と期待出来る素晴らしい方でした。質疑応答では、コロナ禍で生じた教育格差等の問題が出
されました。又、ゾンタ活動は仲間と奉仕活動をしつつ自己を高める場であり、チョットおしゃれをして月例会に出席
することが楽しいというご意見も出ました。
福井 FINE クラブの例会は、コロナ対策の為、個々にパネルで間仕切りをして着席。国際ゾンタの目的を全員で
唱和され開始。男性会員は出張や所用で欠席でしたが、松木会長によりますと、平素は率先して活動に
関わる頼りがいのある存在との評でした。
最後に悲しいお知らせですが、大阪 I クラブの税所涼子様の訃報が 11 月 21 日ご家族様から届きました。
お優しい笑顔が目に浮かび寂しさでいっぱいです。 “ご冥福をお祈り申し上げます”

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
２７２名
増 減
（+２名 ）
新入会員
宇川 久子姉(（大阪Ⅱゾンタクラブ）
村田 洋子姉（福井ゾンタクラブ）
岩井 麻利子姉（奈良ゾンタクラブ）
ご逝去報告
税所 涼子様（大阪 I ゾンタクラブ）10／３

ＡＤよりの連絡
① ガバナーより募集ありましたヒトデについてのエリアへの提案はありませんでした。クラブでは既に、以前より地域
での課題に対応した奉仕活動をされていますので、改めて取り組みに対する提案はなかったものと思われます。
但し、Zonta Says No や Rose Day の取り組みをエリア全体ですればインパクトが強くなるという提案をいただきまし
た。また、これらの運動をもっと社会に PR する為、活動の意義や情報を前もって広く訴える必要があるというご意
見もいただきました。又、検討したいと思います。

② 奈良万葉クラブと来年５月のエリアミ-ティングの準備に入りました。コロナ禍にありますので、例年１月半ばに配
信されていますご案内は、少し遅らせて２月半ばにさせていただきます。
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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
大 阪Ⅰ
上田 恵子
（１５ 名）
－１

活動報告（１０月～１１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

10/1：理事会 10/15：例会 ・税所涼子様のお別れ会について
・11 月移動例会について ・オンラインバザーについて ・木下国際理事 就任祝賀会の報告
11/5：理事会 11/19：移動例会 於：ステーキハウスオクソン その前に香雪美術館自由見学
・税所涼子様お別れ会について ・クリスマス例会について
・Every Member Every November の特別寄付について ・台北ⅡＺＣ50 周年祝賀会について
・オンラインアドボカシー委員会 ＺＯＯＭ会議について ・大津ＺＣクリスマス会について

京 都Ⅰ
宇治田恵子
（１１名）

10/21：例会・バザー準備他 於：正定院
10/22：第 54 回チャレンジディスタンスバザー
参加者 8 名、来場者 120 名（バザースタッフ含）
寄贈コーナー・会員店舗・協賛店舗・茶席・
お弁当・コンサート『今こそＭＵＳＩＣ！』
奏者：クラシックギター奏者：稲葉順子氏
11/17：例会 バザー報告他

京 都Ⅱ
隅田 友子
（４１名）

10/12：例会 ・西川ひろこＡＤクラブ訪問・クラブニュースＮＯ．35 配布
講演「ヒューマンエラー対策における効果的なダブルチェックとは」
講師：京都大学医学部付属病院医療安全管理部教授 松村由美氏
ＮＰＯ法人 こどもセンター「ののさん」への寄付額について審議
10/22：理事会 11 月移動例会、アメリア・イアハート記念例会について
11/9 ：臨時例会・例会（移動例会ではなくお楽しみ例会に変更）
・2020 年度寄付金、寄付先について
・26 地区アドボカシーオンライン会議の提案書について審議

福 井
後藤 俊子
（１６名）
+１

11/8：福井県知事表彰
女性の地位向上に長年取り組み、
女性への暴力根絶に対する
寄付やＤＶに関する研修会を
開催するなど被害者支援に
尽力したとして表彰されました

奈 良
奥田美智子
（４４名）
+１

10/6：理事会
10/20：例会・奈良市社会福祉協議会子供食堂へ支援金贈呈
・ 新入会員（岩井麻利子姉）入会セレモニー
11/4：理事会
11/17：例会 ・子供食堂支援先への贈呈式
・「子供食堂」の現状･課題等についてのお話
・“ＳＡＹｓ ＮＯ” デモンストレーション

大 阪Ⅱ
幡山 玲子
（２３名）
＋１

12 月 3 日 19：00～
ＷＥＢ講演会
新型コロナ禍における
女性・子供に対するＤＶ
講師：津島ルリ子氏
細川久美子氏

10/8：例会
・卓話「京ことば源氏物語 紅葉賀」 山下智子氏
・セミナー「子ども虐待の見方と支援」について討議
11/12：例会
・新入会員紹介 宇川久子姉
・セミナー「子ども虐待の見方と支援」チラシ他検討

クラブイベントＶｏｌ２６
「子ども虐待の見方と支援」セミナー
日時：2021 年 3 月 7 日（日）14-16 時
場所：あしや市民活動センター
参加：リアル参加 50 名、オンライン視聴
（zoom）90 名 参加費：無料
講師：山縣文治関西大学人間健康学部教授
他
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クラブ名
会長名
会員数

和歌山
山下 慶子
（１２名）

大 津
辻野 紀子
（３８名）

てて奈良万葉
西井 教代
（１８名）

金 沢
鍬田 葵洸絵
（３０名）

活動報告（１０月～１１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

10/18：例会・理事会
・西川ひろこＡＤ例会訪問
・ＪＭＫ奨学金授与式・祝賀会
11/15：例会・理事会
・今年度の奉仕活動についての意見交換
（具体的な目標設定とイベント開催）
受賞者はゾンタへの感謝と共に将来は起業して困
・アドボカシーの取り組みについて
難を抱える女性を支援したいと夢を語られました。

10/1：理事会
10/8：理事会・例会・会議・クラブ内オークション
10/30：20 周年記念写真集 第 1 回編集委員会
11/5：理事会
11/12：例会 ・ Ｅvery Member Every November の
寄付は個人の意思で
・クラブメンバーによる持ち寄りオークション
チャリティーイベントはコロナ対策万全の上開催

10/3・10/31：理事会
10/18：なら・五位堂フリーマーケット下見
10/28：エリアミーティング会場下見（西川ＡＤ・西井）
11/7： 例会 ・かしはら出前講座「女児虐待について」
勉強会
講師：橿原市役所担当者
11/14-15：フリーマーケット＠シャディサラダ館葛本店
11/21：第 1 回エリアミーティング会議
11/29：12 月度例会＆アドボカシーオンライン会議
10/21：例会 ・ＳＤＧs についての講演会
「ＳＤＧｓってなあに？～新しい時代をごきげん
に過ごすキーワード」

12/6 第 21 回チャリティＸｍａｓイベント
開場：15：30～ 開宴：18：00 終宴：20：00
～大人の為の Xmas パーティ～
・参加者数は、例年の半数に（160 人限定）
・バザー出店はクラブ会員の店のみ
・「ロット」と「オークション」あり。ロット・ザ・プ
レゼントは会員による商品の出店。
・速水会員のご次女/速水萌巴監督の映画
「クシナ」が大ヒット上映中
11/21：エリアミーティングに向けて西川ＡＤ
と第１回打ち合わせ
2021/1/16：新年例会 マリオットホテル
2021/4/4：移動例会「橿原あんしんパーク」

11/1: 2018 年の金沢ゾンＸｍａｓパーティ
－婚活がきっかけで 1 組結婚
（藤井会員の長男）
金沢ゾンタクラブのＨＰをリニューアル

https://kanazawa-zonta.org

福井嶺南
桒名 哲次
（５名）

10/12：例会
コロナグッズ収支報告

福井 FINE
松木海穂
（１９名）

10/21：Ｚクラブ例会（啓新高校）
10/26：例会・・総務省より卓話
「総務省への行政相談」
11/10：ローズデー実行委員会会議
11/23：例会・西川ＡＤクラブ訪問

12/18（金）：例会
忘年会の予定

10/21：Ｚクラブ例会（啓新高校）
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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

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）
和歌山ゾンタクラブ

福井ゾンタクラブ

申込みのお願い

一
日

★申込〆切：２０２０年１２月１８日
※発送は新年の初荷となります。
★クラブ単位でお申し込み下さい。
★ご注文３万円以上は送料無料と
なります。

梅れ持

余

★担当者：湯田和美
ＴＥＬ：０９０-３０５２-０１４４
ＦＡＸ：０７３７‐６３‐４４９９
Ｅ-mail：y-

kazumi@sage.ocn.ne.jp

新米“いちほまれ”
継続販売中
２ｋｇ×2 袋入り ４，１８０円
５ｋｇ入り
４，６５０円
（送料・包装料込み）

連絡先：清水留美子

※前回掲載の福井嶺南（コロナ対策キット）と福井 FINE（冬用グッズ）は継続販売中です！
ほっと一息！ 写真コーナー

移ろいの時空（とき）
木の葉が色付き、季節は冬へと
の移ろいを感じさせられます。
浮御堂の池でも冬を過ごす鴨た
ちとの競演が見られる季節です。
photo by s.okamoto

AD 活動報告
10/10
10/12
10/18
10/22
10/23
10/28
11/ 2
11/ 7
11/ 9
11/16
11/20
11/21
11/23
11/28

木下彰子氏 国際ゾンタおよび
国際ゾンタ財団理事就任祝賀会
京都 II クラブ クラブ訪問
和歌山クラブ クラブ訪問
京都 I クラブバザー参加
東京 III クラブ 20 周年記念
ズーム卓話参加
奈良万葉クラブと打ち合わせ
地区理事会
エリアミーティング会場視察
エリアディレクター会議
地区理事会
エリアディレクター会議
第 1 回エリアミーティング
実行委員会
福井ＦＩＮＥクラブ クラブ訪問
地区理事会
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