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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 

 ローズデーについて  

１８５７年３月８日アメリカニューヨーク衣料工場で働く女性 

労働者の被災から始まった女性の権利を求める運動が、 

ヨーロッパに波及、女性の政治的自由と平等を求める運動 

に繋がり、国連は１９７５年に３月８日を国際女性デーに 

制定。国際ゾンタは１９９９年に平和と平等な社会を築く為 

の日としローズデーを設けました。 

２月１日現在の会員総数   ２７２名  

増  減   （+１名 ）  

 新入会員       

  柏木眞智子姉(（大津ゾンタクラブ） 

  久木田有香姉（大津ゾンタクラブ） 

  中井亜美姉（大津ゾンタクラブ） 

 退会会員    会員数-１（福井クラブ） 

  山浦光一郎氏（福井 FINE ゾンタクラブ） 
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 ご あ い さ つ  

 ２０２１年となりましたが、依然として COVIDの終息が見えない今、各クラブでは活動に工夫を凝ら

すのみならず、例会を開催するかどうか、開催の方法などの検討に努めていただかねばならいない

状況です。SNSを使用する等、既に新しい方法を試みておられるクラブもあります。集まって顔を合わ

せて意見交換をする事が難しい中でありましても、ゾンタの目標に向かって団結し、できる範囲で前向

きに活動を進めていただいております事、その強い使命感がゾンタの支えであり、我々を後押ししてく

れるものと思います。 

３月８日の国際女性デーに因むローズデーでの取り組みに関し，既に企画や催しの報告をいただ

いているクラブもあります。これから検討に入られるクラブもあります。３年前の３月８日に大阪のある

デパートで、その日が国際女性デーであることをアナウンスする館内放送が流れてきました。嬉しくな

り、聞き入りました。素晴らしいアピールだとも感じました。各クラブでの取り組み、メディアの活用やメ

ッセージの発信は、まだまだ、国際女性デーが周知されるに至っていない日本では、アドボカシーとし

て大きな広報活動となります。 

５月２２日のエリアミーティングに関しましては、昨年１１月より、奈良万葉クラブ様と準備に入り、2

月末には、皆様にご案内をお送りする予定で進めております。私たちが、よりパワフルにエネルギッシ

ュに今後の活動を進める為、元気になれるトレーニングセミナーにしたいと思っています。       

きっと開催できますように、、、、。 

外気の冷たさにも関わらず、この時期になりますと窓越しに見る太陽の光は、日ごとに明るさを増し

ています。例年、この陽光を見ていますと、私は気持ちが明るくなり希望を感じます。いつも、大学時

代からモットーにしている Percy Bysshe Shelleyの詩の一節が、浮かびます。 

       “If Winter comes, can Spring be far behind?” 

今年も皆様と前進したいと思います。 よろしくお願いいたします。 
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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 

活動報告（１２月～2021．１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 

（１５ 名） 

12/3 ：理事会 

17：例会 コロナの為休会  

税所凉子様お別れ会 延期 

1/14 ：理事会 

  21：例会 大阪ⅡＺＣとの合同例会の予定でした

が、 コロナの為休会 延期 

ローズデーイベント 

日時：3/4（木） 開場 １３：００ 開演 １３：３０ 

会場：ホテルニューオータニ大阪 

 演題：「可能性への挑戦」 

 講師：舞の海秀平氏 

昨年コロナの為延期今年こそ開催できますよう祈ってます 

京 都Ⅰ 

宇治田恵子 

（１１名） 

12/15：例会 7名出席 竹谷山正定院 

   予定していた講演会（白百合会楠りつ子氏）は 

中止 

1/19：リモート例会 

 従来は例会の１週間前に開催する役員会を LINE で

行う 

 役員会までに例会アジェンダ案を役員に送りリモート

例会に会員に送るべきアジェンダや資料を検討リ

モート例会に繋げましたが、まだまだ模索中です 

 

ローズデー行事 

昨秋のバザーの収益金を社会福祉施設に 

寄付させていただくことが決まりましたが 

詳細は未定です。 

リモートで出来る事を考えます 

 

 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 

 国際ゾンタ 26地区地区大会（琵琶湖ホテル）  

   ２０２１年 10月 14日（木）～Ⅰ６日（土） 

 ＡＤよりの連絡  

昨年１０月に、京都 I クラブ様が、ギターコンサートとバザーのチャリティイベントを開催されました。 

コロナ禍にあり、１１月では暖房が必要となり締め切ることになる為、時期を早めて開催されました。 

宇治田恵子会長様に、ご準備の際の工夫や対策、今後、参考になる事を纏めていただきました。 

昨年の１０月２２日、音楽会とバザーを無事に開催出来、ほっと安堵して早や 

3 ヵ月が経ちました。 受付では検温のご協力、マスク着用のお願い等、又ご来場の 

皆様を把握させて頂くことが重要な事でした。  多くの皆さんが集まられるゾンタサロン 

の音楽会では、密を避け、収容人数を半分に絞り、午前・午後の 2部制とし、チケット 

発行枚数もそれを厳密に守りました。会場内の換気を適切に行い、ギター演奏時はともかく、 

合間に曲目説明などお話していただく時はパーティションを設置しました。 

バザーではご出店いただく協賛店様や商品も限定させて頂きました。 

一番気を使いましたのは飲食で、昼食のお食事はお持帰り頂く事とし、屋外に床几を出す準備もしておりま 

したが、屋内の数ヵ所で分散してお召し上がりいただけたようでした。 

反省点として、我々会員は勿論、お手伝い下さる賛助会員様、協賛店の皆様等、バザー主催者側の当日 

   の健康状態だけではなく、前後 2週間の毎日の体温チェックの記入表などを前以ってお渡ししておくなどの 

管理が出来ていれば、なお良かったのではと思っております。 

コロナ感染の推移は刻々と変化し、皆様のこれからの活動の参考にはならないかとは思いますが、昨秋に 

タイミング良く開催することが出来た音楽会とバザーの報告とさせていただきます。 
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京 都Ⅱ 

隅田 友子 

（４１名） 

12/14：アメリア・イアハート例会「アメリア永遠の翼」 

観賞 

会員より集めた食料品・日用品・衣類等の寄贈

品をＮＰＯ法人アウンジャへ発送 

     園遊会、準備計画案について 

12/17：理事会 1月例会・新春懇親会、園遊会について 

1/7 ：オンライン理事会 1月例会・新春懇親会開催に 

ついて検討し中止を決定       

第 37回チャリティー園遊会 

2021年 4 月 14 日（水） 

1部 ＡＭ11:00～ＰＭ0：30 

2部 ＰＭ13:00～ＰＭ14:30 

京都文化博物館６階 

（京都市中京区三条高倉） 

※コロナ対策に留意し開催予定 

福 井 

後藤 俊子 

（１５名） 

‐1 

12/3:19:00-20:00 ＺＯＯＭを使ったＷＥＢ講演会 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

12/20：例会 ＺＯＯＭを使ったＷＥＢ講演会の反省・各会員の意見交換とＸｍａｓデザートを楽しむ 

1/20 ：例会 福井県感染拡大警報が発令された為休会/ 新米のご購入ありがとうございました(継続中) 

奈 良 

奥田美智子 

（４４名）  

12/1：理事・委員長会 会則改定の件他 

12/15：例会は中止 各委員会、理事会報告はメールにて配信 

1/16：理事会 会則改定に向けて会則特別委員会を立ち上げ 

1/19：例会 1名リモート参加 ローズデーの取り組みについて 

アメリア・イアハート記念講演 

講師：奈良女子大学 助教 下村真弥氏 

（奈良Ｚ.Ｃ理系若手研究者奨励賞受賞者） 

テーマ： 「超大型の粒子加速器で作り出すビッグバン」 

３月８日 奈良ゾンタローズデー    オンラインシンポジウム 

大 阪Ⅱ 

幡山 玲子 

（２３名） 

 

12 月：ＺＯＯＭ例会（忘年会中止） 3 月 7 日「子ども虐

待の見方と支援」セミナー準備状況報告 

1 月 ：ＺＯＯＭ例会（大阪Ⅰとの新年合同例会中止） 

     3月 7日セミナー申込状況報告他 

3月 7 日（日）ローズデーセミナー 

「子ども虐待の見方と支援」 

於：リードあしや 14：00～16：00 

申込ＵＲＬ

https://ws.formzu.net/dist/S38981047 

和歌山 

山下 慶子 

（１２名） 

12/19 例会はコロナを考慮し休会 

     グループＬＩＮＥにて意見交換を行う 

1/17 ：新年会＆例会はコロナを考慮し休会 

     グループＬＩＮＥにて理事会開催 今後の活動に 

ついて協議 

※コロナ禍に出来る取り組みを話し合い、12 月に名産

の梅干し販売。初めてのチャレンジでしたが、多くの会

員様にお買い上げいただき感謝申し上げます。 

3月 21 日 ローズデーの一環として会員講話 

「支援の現場より～つながり寄り添う支援の 

ためにできること」 

講師：山下慶子 

奈良万葉 

西井 教代 

（１８名） 

11/29：12月度例会、 エリア 3アドボカシーオンライン 

会議（全員で聴講） 

1/19：三役会議兼エリア 

ミーティング打ち合わせ 

  ※1月新年例会は 

コロナ感染拡大の為中止 

ローズデーイベント 

3月 6 日（土） 

「ローズデーに関しての勉強会」 

を実施予定 

新型コロナ禍における女性・子供に対するＤＶ 

 ①コロナ自粛下で行った「女性の心と体のオンライン相談室」 講師：津島ルリ子氏（クリニック院長） 

 ②新型コロナ禍における性暴力被害の特徴  講師：細川久美子氏（ふくい「ひなぎくセンター長」

      

https://ws.formzu.net/dist/S38981047
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大 津 

辻野 紀子 

（４１名） 

＋3 

11/29：国際ゾンタ 26地区アドボカシーオンライン会議 

12/3：チャリティーＸｍａｓパーティー直前理事会・例会 

12/6：「大人のためのチャリティーＸｍａｓパーティー開催 

     123名参加 

12/16：会員のための「ミニＸｍａｓパーティー」開催 

1/13：勉強会「大津Ｚ.Ｃの運営方針を勉強しましょう！」 

    コロナ禍での新年会改め勉強会の開催 

    講師：岡澤則子・後藤宮子 欠席者へは資料配布 

ゾンタ組織図・運営方針・クラブ規約を学びクラブ決

定までの運営を再確認 

2/18：例会・新会員歓迎会 琵琶湖ホテルにて 

※国際ゾンタ 26 地区地区大会（10/14～

10/16）実行委員会設置準備開始予定 

※コロナ禍で様々なイベントなどが中止や自

粛せざるを得ない状況であるが、立ち止ま

ることなく前を向いて進むことも必要。計画

を立てる事の難しさやコロナ感の相違など

による距離感に戸惑いながらもＷｉｔｈコロ

ナで少しでもストレスなく活動できるよう勉

強会が開催され会員全員が同じ方向を目

指せたと思います。 

金 沢 

鍬田 葵洸絵 

（３０名） 

12/2 ：金沢ゾンタＸｍａｓ ファミリーパーティー 

12/13：被害者支援フォーラム２０２０ 

1/20 ：拝賀例会中止 役員のみ石浦神社参拝 

役員会 

3月 8 日ローズデーに実施予定の 

 金沢港クルーズターミナル中止 

※ 代替案進行中 

福井嶺南 

桒名 哲次 

（５名） 

12/18：忘年会 4名参加 

1月例会はコロナの為中止 
※3月のローズデーは未定 

福井 FINE 

松木海穂 

（１７名） 

－１ 

12/21：例会 第 1回クラブ内 FINEショップ開催 

1/25 ：例会休会  

豪雪・新型コロナウイルス感染予防の為 

＊2月中旬 ひとり親母子寡婦協会へ新入学

生の入学祝い寄贈 

＊3 月 21 日 国際女性デーチャリティーコン

サート開催予定 （Ｚクラブ啓新高等学校・日

本音楽部・ビックバンドＪＡＺＺ部） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

AD活動報告 

 12/5  エリアミーティング基調講演準備 

講師依頼 

12/6  大津Ｚ.Ｃチャリティ-Ｘｍａｓパ-ティ 

12/12  地区理事会（ＺＯＯＭ） 

12/21  エリアミーティング講師打ち合わせ 

12/26  地区理事会（ＺＯＯＭ） 

 

2021年 

1/16  地区理事会（ＺＯＯＭ） 

1/ 23  地区理事会(ＺＯＯＭ) 

1/30  地区役員会（京都） 

 

※ 奈良万葉Ｚ.Ｃとエリアミーティング 

打ち合わせ 

 12/22,1/18．20．22．24 

                                 

“ 春 遠からじ・・・ ” 

池面の氷が溶けだして木々の姿を 

映し出すと、いよいよ春の予感です。 

 “冬来たりなば春遠からじ” 

春の訪れが待たれるこの頃です。 

       photo by s.okamoto 
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