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ご あ い さ つ
桜の季節になりました。コロナ禍の中でも自然界は、着実に季節を変え、花々は次々と咲き
誇り、癒しを与えてくれています。
かつて、「２１世紀には、人類はウイルスとの闘いとなる」という事が書かれた書物を読みました。
その時は、ウイルスの怖さもよく知らず、まさかという思いで読みすごしました。しかし今、切実に
その予測の正しさを実感させられています。
この中にありましても、各クラブでは、ローズデーに向けて様々な取り組みに努めていただき
ました。 コロナの影響で企画されていた活動をやむなく中止されたクラブもあります。
又、昨年１２月にクラブ訪問させていただいた折に、既に「３月のローズデーの企画」について
話し合いをされていて、今回、その計画を実行されたクラブもあります。 ゾンタの趣旨に沿って、
女性、女児への暴力禁止や児童虐待の問題のズーム講演会、テレビや YouTube での発信、クラ
ブ内での研修と多岐にわたる取り組みは、ゾンシャンの学びの場であると同時に、社会へのメッ
セ―ジとして、国際が目指すゾンタの〝Transparency”を増すものとなりました。 各クラブの取り
組みを振り返って、エリア３のクラブの推進力は素晴らしいと思います。
今後は、５月に開催のトレーニングセミナーであるエリアミ-ティングの実施に向けての時期とな
ります。 ３月７日の地区理事会で、実施が決定されました。 今回のエリア
ミーティングでは、コロナ禍であっても、世界や地区、地域に於いてゾンタの
使命を果たすべき活動をパワフルに推進していく為に、モチベーションを
高めることができる研修になればと企画しました。
有意義な学びの場とできますよう奈良万葉クラブの皆様と準備を進めています。
感染が収束に向かう事を願いつつ、
皆様のご参加、お待ち申し上げます。

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
ＡＭ（エリアミーティング）の補足説明
① 会長会議は全エリアなしです
② 会長紹介では、各会長に今期重点をおいて取り組まれた
活動や来期の抱負など２分以内でお話しいただきます
③ 昼食は移動なしで、会議場の席にておとりいただきます
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４月１日現在の会員総数
増 減
（０名 ）
新入会員
な し
退会会員
な し

２７２名
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２０２１年度エリア３エリアミーティング

国際ゾンタ 26 地区地区大会予定！

日 時 ５月２２日（土） １０：３０ ～ １６：３０

日 時 ２０２１年 10 月 14 日（木）～Ⅰ６日（土）

会 場 橿原神宮会館（橿原神宮駅下車）

会 場 琵琶湖ホテル

ホスト 奈良万葉ゾンタクラブ

ホスト 大津ゾンタクラブ

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）

京 都Ⅰ
宇治田恵子
（１１名）

京 都Ⅱ
隅田 友子
（４１名）

活動報告（２０２１．２月～３月末）
理事会・例会・他
2/4 ： 理事会
18 ： ＬＩＮＥにて例会
3/4 のイベントについて→2022/3/10 に延期
3/4 ：理事会
18： 例会 16:30～17：20
「故税所凉子様を偲ぶ会」
17:30～例会
イベント・合同例会・エリア
ミーティング・会員増強・
他クラブオンライン・委員会報告等
2/16：リモート例会 例会資料・26 地区会員名簿等配布
資料・会食（チンする蒸し寿司）は前日に配布又
は配達
3/16：例会 於：正定院

2/8：コロナ感染拡大防止のため休会
2/25：理事会 指名委員の選出について ローズデーの
寄付先確認、園遊会の弁当試食と準備
3/8：ローズデーに因み例会の前後に寄付金贈呈
例会 ＊平岡由子会員による講演
テーマ「祇園祭における女性の歴史」
＊会員係・企画係各 1 名選任、 園遊会の
役割分担、その他
3/25：理事会 Ａｄｄ your voice
キャンペーンについて
園遊会について最終確認
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ローズデーイベント
トピックス・その他
ローズデーイベント
3/4：に予定していましたがコロナの為中止
寄付のみさせていただきました
＊3 月例会時に「税所凉子さんを偲ぶ会」
ご長男はじめ旧メンバーもご出席くださり、
美しくお花で飾られた会員の手作りの祭壇で、
在りし日を偲び献花。ご冥福をお祈りしました。
7/15：大阪Ⅰ・Ⅱ合同例会 於：花外楼本店
※京都市内の児童養護施設（計 9 施設）から巣
立つ高校生に「巣立ちの資金」贈呈
※5/18：チャーター記念例会講演会
13:00～14：00 於：正定院 ※詳細はＨＰで
「セカンドテーブル（子供の居場所作り事業）に
ついて） 参加費 1,000 定員 10 名まで先着順
講師：社会福祉法人白百合会理事 楠りつこ氏
ローズデーイベントの取り組み
「ＮＰＯ法人こどもセンターののさん」「社会法人
つばさ園」「ＮＰＯ法人アウンジャ」「京都市児童
療育センターきらら園」「（財）読売新聞・光と愛
の事業団」の 5 団体に寄付金を贈呈
※ 第 37 回チャリティー園遊会
4/14（水）①11：00～12：30 ②13：00～14：30
京都文化博物館６階（中京区高倉）にて
万全のコロナ対策を実施しお迎え致
します
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クラブ名
会長名
会員数

活動報告（２０２１．２月～３月末）
理事会・例会・他

福 井
後藤 俊子
（１５名）

2 月はコロナ禍の為休会
2/16：理事会
2/22：会員委員会 入会希望者について
3/17：例会 ローズデーについて
「ふくい女性財団会員の集い」に参加して
ゾンタの情報を発信
3/30：理事会 4 月例会・国内外寄付について

奈 良
奥田美智子
（４４名）

2/2： ＺＯＯＭ理事会
「ＺＯＯＭ例会」開催について
オンラインローズデー・オンラインバザーについて
2/16：ＺＯＯＭ例会開催
講演「万葉集は言葉の文化財」
講師 上野誠 奈良大学教授
3/16：ＺＯＯＭチャーターナイト例会
認証 30 周年を振り返りクラブＤＶＤを視聴

大 阪Ⅱ
幡山 玲子
（２３名）

2/11：ＺＯＯＭ例会
3/11：ＺＯＯＭ例会

3/7 のローズデーイベントについて
ローズデーイベントの反省会
４月移動例会 その他

ローズデーイベント
トピックス・その他

ローズ―イベント
3/17 「ふくい女性財団会員の集い」で
ローズデーを共有

ローズデーイベントに参加
3/1～3/5 奈良市役所にて奈良ＺＣの取り組
みをパネル展示
3/8：ローズデー企画を YouTube 配信
①国際女性デーに向けて
②記念講演 奈良女子大学助教内田有希氏
「女性の健康に係わるホルモンの研究を通して」

③ゾンタからのメッセージ
「女性活躍のために・未来に向けて」
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：リード芦屋
当事者とケースワーカー、研究者の３者による
講演会を開催。会場参加２９名、リモート参加
５２名の計８１名の参加を得ました。
“ご参加くださいました皆さんありがとう
ございました”

和歌山
山下 慶子
（１２名）

2/21：コロナを考慮し休会、メールにて例会報告を行う
3/21：ローズデーイベントはコロナを考慮し中止
グループＬＩＮＥにて理事会開催、今後の活動に
ついて協議
ＬＩＮＥを活用しクラブ内での情報・意見交換を行う

ローズデーイベント
3/21 予定のイベントはコロナを考慮して中止

大 津
辻野 紀子
（４１名）

2/4：理事会
2/18：新入会員歓迎会＆例会
歓迎会：会員によるミニコンサート
新旧会員自己紹介・オリエンテーション
3/4：オンラインＺＯＯＭ理事会 初のオンライン（ＺＯＯＭ）
理事会は未経験者も数人あり、多少混乱は有ったが
熱心な姿勢で理事全員が経験者となる
3/11：ハイブリッド例会 ローズデークラブ内イベント（ロ
ーズデーに寄せて）・クラブ内オークション開催

2/6：オリ・パラ組織運営委員会/森喜朗会長発
言への抗議文書を岡澤ガバナー関係各所
に送付
ローズデーイベント 3/11：２６地区ヒトデプロジ
ェクト寄付金贈呈式＆プロジェクト説明 岡
澤ガバナー。 「ローズデーに寄せて」と云う
テーマで女性の立場、男女差別、ジェンダー
の平等や経験談について各自 1 分間スピー
チでローズデーを見つめ直し、女性にエンパ
ワーメントの必要性を理解し合えた。

2/3：理事会
24：会長と西川ＡＤのエリアミーティング打ち合わせ
26：三役会議
3/6：例会＆ローズデーイベントの勉強会
9：三役会議
3/12：三役と西川ＡＤとのエリアミーティング打ち合わせ
29：三役会議

ローズデーイベント
3/6： 例会後に 11/29 に実施した「アドボカシ
ー委員会によるオンライン会議の総括」と勉
強会をしました。
4/6：移動例会
「かしはら安心パーク（防災訓練等）」見学

奈良万葉
西井教代
（１８名）
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クラブ名
会長名
会員数

活動報告（２０２１．２月～３月末）
理事会・例会・他

ローズデーイベント
トピックス・その他

金 沢
鍬田 葵洸絵
（３０名）

2/17：例会
2/3・2/24・3/4：ローズデー実行委員会ＺＯＯＭ
3/5：ローズデーＺＯＯＭリレートーク＆ディスカッション
演題：「今だからこそ私たちができること」
石川県の医療面と経済面の支援について安居会員・八
田会員・北岡委員のディスカッションを実施。内容を地元
ＴＶ局で放映し、ゾンタ活動の周知向上を図った。
3/17：役員会

ローズデーイベント
3/5 ＺＯＯＭリレートーク＆ディスカッション
実施
＊坂矢会員が石川県屋外広告業組合の理事
長に再選
＊2/1：谷口会員第 3 子出産
＊安居会員が石川県議会副議長に就任

福井嶺南
桒名 哲次
（５名）

2/8：例会
2/22：ローズデー企画 3/8 に敦賀市ショッピングセンタ
ーにてコロナ対策グッズ（除菌シート）配布の企画決定
3/8：例会中止

ローズデーイベント
3/8：コロナ対策グッズの除菌シート配布
予定でしたが、保育園・幼稚園でクラスター
発生の為中止した

2/15：ひとり親家庭への入学祝い贈呈(県母子寡婦協会)
拝賀例会（福井出雲大社） 新年会は中止
3/15：例会
3/21： 国際女性デーチャリティーコンサート
新聞にも掲載
されました

＊3 月 21 日
国際女性デーチャリティーコンサート開催
Ｚクラブ啓新高等学校・日本音楽部（琴）・ビック
バンドＪＡＺＺ部演奏

福井 FINE
松木海穂
（１７名）

ホッとひと息！写真コーナー

AD 活動報告
“ 咲 き 競 う ”

2/ 1

ガバナー通信・エリア通信配信

2/ 9

奈良万葉ゾンタクラブとＡＭ打ち
合わせ
地区理事会（ＺＯＯＭ）
エリアミーティング打ち合わせ・
準備

2/20
2/24

3/ 7
3/10
3/ 7
3/12
3/23

樹齢３００年とも伝えられる 戦国の
武将 後藤又兵衛邸跡の“又兵衛桜”
バックに植えられた桃の花との競演で
大和路も本格的な春の訪れです

photo by s.okamoto

大阪Ⅱゾンタクラブ ローズデー
イベント参加
ＪＡＷＷ
ＣＳＷ 直前勉強会参加
地区理事会（ＺＯＯＭ）
奈良万葉ゾンタクラブとＡＭ打ち
合わせ・作業
地区理事会（ＺＯＯＭ）
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