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ご あ い さ つ
梅雨空の下、色とりどりの紫陽花が美しい日々となりました。動画と報告書によるエリアミー
ティングを終え、新たな気持ちで今期がスタートしました。
前半の１年間、ゾンタ活動に新たな方策を模索する期間でもありました。努力と工夫によってオ
ンラインでの交流やイベント、講演会、LINE やズームでの会議も導入されています。その中で、ク
ラブの全ての会員がオンラインでの会議や取り組みに参加できるような対策をする事が、運営上大
切な事です。それは、又、会員維持にとりましても大変重要なところです。
昨年の日本女性会議 ２０２０あいち刈谷のある分科会の中でも、昨今のオンライン社会におけ
る課題として、オンラインに参加できない人たちを作らない事に焦点をあてた話し合いがなされま
した。ゾンタにおきましても、有効で誰もが参加出来る手段としてのオンラインの活用がなされる
ことを望みます。
４月２０日に京都 I クラブを訪問させていただきました。
京都 I クラブでは、奉仕活動の一環として、長年にわたり地域の高校に奨学金を贈呈されています。
当日、該当の高校から校長先生がお礼と報告の為に出席されました。過去の奨学生達の中には、奨
学金を受け大学に進学、教職について次世代の若者を育てておられる方々もあるとのご報告を嬉し
くお聞きし、奨学生の中から将来のゾンシャンが、
、、という期待も少し抱きました。
1 月の大阪 I、大阪 II、５月の福井、福井嶺南クラブへの訪問は、残念ながら７月に
延期となりましたが、クラブの皆様と直接お会いし交流する事は大変嬉しく楽しみです。
例会を拝見する事は、各クラブの運営の特色を見せていただく良い機会でもあります。
７月の訪問を心待ちにしております。
後半の１年の始めに当たり、更にパワーアップして、皆様と共に着実に地域や地区、
国際における課題に誠実に取り組んでまいりたいと決意を新たにしております。

お 知 ら せ
ＪＭＫ奨学制度２０１９年度地区賞受賞者の伊藤真純さんが、和歌山クラブに入会されました。
初々しいゾンシャンに受賞の研究テーマやゾンタ活動における抱負などを伺いました。
この度は、入会を歓迎頂き有難うございます。ゾンタの一員となることができ、大変うれしく思います。 皆様に
学ばせて頂きながら、ゾンシャンとして活動に励んでまいりますので、これからどうぞよろしくお願いいたします。
① ＪＭＫ奨学金受賞の研究内容の概略（応募書類の研究テーマ）
研究テーマは経済学・経営学、主に中心市街地活性化・商店街活性化です。イギリスのまちづくりをモデルと
した研究を行い、商店街活性化のボランティア活動や学生のキャリア支援活動にも取り組みました。
② 受賞を機に何かご自分の意識や、キャリアに影響受けたこと
女性のビジネスでの活躍を支援したいという思いがより強くなりました。現在は SPA 企業に就職し、現場でビジネス
を学びながら働く女性の環境について理解を深めています。将来は地域活性化・女性のビジネス支援の拠点を
つくりたいと考えています。
③ これからのゾンタ活動の抱負
ゾンタでの出会いと学びに、今から期待を膨らませています。 女性の地位向上・ジェンダー平等の理解を深め、
少しでも貢献していけるよう努めて参ります。 どうかよろしくお願いいたします。
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２０２０年～２０２２年
エリア３ 活動目標

（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

エリア３会員状況
６月１日現在の会員総数
２７１名
増 減
（－1 名 ）
新入会員
小坂 憲一氏（福井Ｚ.Ｃ）
伊藤 真純姉（和歌山Ｚ.Ｃ）
山田 容子姉（和歌山Ｚ.Ｃ）
野条 啓子姉（福井 FINEＺ.Ｃ）
二川 英徳氏（福井 FINEＺ.Ｃ）
志々場 博子姉（福井 FINEＺ.Ｃ）

退会会員
明石 陽子姉（京都ⅡＺ.Ｃ）
佐藤 年姉（京都ⅡＺ.Ｃ）
小林 美由紀姉（奈良Ｚ.Ｃ）
西田 満子姉（奈良Ｚ.Ｃ）
吉崎 千鶴姉（奈良万葉Ｚ.Ｃ）
佐藤美智子・山崎清美（大津 ZC）

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（２０２１．４月～５月末）
理事会・例会・他

クラブトピックス・その他
エリアへの希望など

大 阪Ⅰ
上田 恵子
（１５ 名）

4/1 ： 理事会
15 ： リモート例会（オンラインにて）
イベントの日にち変更について
エリアミーティング開催について
ヒトデプロジェクトについて
5/6 ： 理事会 コロナウィルス感染予防の為中止
20 ： 例会 コロナウィルス感染予防の為中止
会計・各委員会はメールで打ち合わせを行い、
会計は決算準備、広報委員会は会報発行準備、
間もなく発行予定

今年 3 月に予定していました、ローズデーチャ
リティー講演会 舞の海秀平氏のイベントは来
年（2022 年）3 月 8 日に延期致しました。
今度こそは、コロナが収まり皆様とお会いでき
ますようにと祈っています。

4/20： 例会 於 正定院 5 名
塔南高校校長
小野恭裕先生ご来訪
教育みらい科奨学金支給
対象者からの手紙代読
エリア 3 西川ひろこＡＤ
クラブ訪問
5 月例会は緊急事態宣言発出につき休会
予定していた白百合会様によるこども食堂のお話し
「セカンドテーブルについて」は延期。後日開催予定

10/21（木）第 55 回チャリティーバザー
於：竹谷山正定院（京阪電車出町柳駅スグ）
ゾンタサロン「塩鯛師匠でほっこりと」
午前・午後入れ替え制。 人数制限有り

京 都Ⅰ
宇治田恵子
（１１名）

福 井
後藤 俊子
（１６名）
＋１

4/21： 理事会・例会
ＡＤのクラブ訪問ついて他検討・協議
5/14：理事会 奉仕基金の件、入会希望者について協議
18：会員委員会 入会希望者 3 名について
19：例会

寄付活動 贈呈式を行いました
★5/27：ふくい女性財団（ＤＶ被害者自立
支援基金）へ
5/28 に新聞掲載されました。
★5/28：性暴力救済センター
ふくいひなぎく（福井済生会病院）へ
感謝状を戴きました。
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クラブ名
会長名
会員数

京 都Ⅱ
隅田 友子
（３９名）
－２

活動報告（２０２１．４月～５月末）
理事会・例会・他

クラブトピックス・その他
エリアへの希望など

4/13： 例会 ヒトデプロジェクトについて、
クラブとして寄付をする ⇒ 承認
京都文化博物館に於いて園遊会開催の準備
4/14： 第 37 回チャリティ園遊会 開催
4/22： 理事会 園遊会会計中間報告及び反省
明石陽子会員・佐藤年会員より退会届提出
⇒ 承認
5/10： 例会 園遊会中間報告及び会員が持ち場で気付
いた事を各自発言
明石陽子会員・
佐藤年会員の
退会の報告

第 37 回チャリティ園遊会はコロナ禍の中での
開催でした。様々な感染予防対策を講じお客
様をお迎えいたしました。今までとは違った雰
囲気となりましたが皆様、笑顔でお帰りになっ
た姿に会員一同、喜びを感じました。また、国
際理事の木下彰子様が遠い所お越しください
ました。 ガバナー岡澤則子様、エリア３エリア
ディレクター西川ひろこ様にもお忙しいところご
来場頂きました。 皆様に感謝です。

奈 良
奥田美智子
（４２名）
－２

4/6： 理事会（ＺＯＯＭ）
20： ZOOM 例会
各委員会報告 ・ オンラインバザー収益報告
ヒトデププロジェクトの寄付完了の件
理事会報告 ・会員の方々の近況報告
5/7・14・23 ： 理事会（ＺＯＯＭ） 総会に向けて打ち合わせ
18： 総会資料印刷・発送
25： ZOOM 総会
事前に総会資料を送付し質問を受け、ZOOM にて活動報告・次年度の事業計画の質疑応答を
行う

大 阪Ⅱ
幡山 玲子
（２３名）

4/8 ： 移動例会「ミホミュージアムと見学と信楽」 中止
5/14： ZOOM 例会
各委員会活動報告・年間活動報告及び
次年度活動計画案について」検討

和歌山
山下 慶子
（１４名）
＋２

4/11： 理事会
24： 例会中止 （コロナウィルス感染状況を考慮）
メールにて報告を行った
5/9： 理事会
5/16： 例会中止（コロナウィルス感染状況を考慮）

大 津
辻野 紀子
（３９名）
-２

4/1： 理事会
4/8： 例会 報告事項等 各エリアミーティングでの地区
大会 PR のための動画作成（コロナ対策を考慮の上）
大津Ｚ.Ｃチャリティーバザー商品の選定
5/22 エリア 3ＡＭ参加者のバス配車・利用者確認
★ コロナ緊急事態発令中にて 5 月度年度末総会オフラ
イン開催が不可の為、クラブ内メール配信もしくは封書
にて案内を検討中
★大津Ｚ.Ｃチャリティ-バザ－ご案内（各クラブへ配信）
“各クラブの皆様沢山のお買い上げ
ありがとうございました”
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3/15：齊藤会員が第 1 子出産（男子）
5/20：お二人の新入会員を迎えました
ＪＭＫ奨学金を授与された伊藤真純さん
がこの度ゾンシャンに。
今後の活躍が楽しみです！
★各エリアミー⁻ティング対面中止となりガバナ
-、理事各位、ＡＤ各位、クラブ会長のご挨拶
は、ＺＯＯＭ録画撮りにてオンライン配信に
変更
★コロナ禍でコミュニケーション不足による
孤立感や倦怠感等起こらないよう、何か
一丸となって心を寄せ合える事を考える
必要が有ります。LINE やＺＯＯＭは必須と
なるのでＨｏｗＴｏオンラインの普及が急務。
他クラブの普及と解消法を教えてください
ませ。
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クラブ名
会長名
会員数

奈良万葉
西井教代
（１７名）
－１

金 沢
鍬田 葵洸絵
（３０名）

活動報告（２０２１．４月～５月末）
理事会・例会・他

クラブトピックス・その他
エリアへの希望など

4/3： 移動例会 かしはら安心パークにて防災講座 ＡＥＤの使用方法を受講
18： 理事会
2・7・11・13・16・18・20・24・28・30：ＡＭ打合せ（西川ＡＤ・会長）

5/7・9・12：ＡＭ報告書打合せ（西川ＡＤ・会長、会計、書記）
5/1： 例会 ⇒ 中止
10： 役員会
5/29： 総会 ⇒ 中止
4/21： 通常例会 ZOOM 開催・・・13 名参加
5/19： 移動例会中止
役員会 ＺＯＯＭ開催

6/16： 2021 年度総会
ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢

福井嶺南
桒名 哲次
（５名）

4/12： 例会
5/19： 例会 今年度の決算・総会に向けて
敦賀市子ども食堂「あおぞら」へ
「マスク・マスクケース 50 セット」「コロナグッズ
販売分」心ばかりの利益を寄付の決定

6/16：総会
事業報告・決算報告
次年度に向けて その他

福井 FINE
松木海穂
（２０名）
＋３

4/1： ふくいＳＤＧｓパートナーに登録
12： 理事、役員会
19： 例会
5/16： ネットオークション開設
17： 例会中止
奉仕委員会新年度事業計画打合せ
24： アドボカシ-委員会新年度事業計画打合せ（ＺＯＯＭ）

ホッとひと息！写真コーナー

“ 魅せられて

AD 活動報告
4/ 1

コシノヒロコ展に足を踏み入れると
大胆且つ繊細・モダンと伝統・華やかさと

ガバナー通信・エリア通信配信

4/ 8
4/13
4/14
4/20
4/21

ＡＤオンライン会議
地区理事会（ＺＯＯＭ）
京都Ⅱ園遊会参加
京都Ⅰクラブ 例会訪問
地区理事会（ＺＯＯＭ）

5/6
5/17
5/22

地区理事会（ＺＯＯＭ）
ＡＤ会議（ＺＯＯＭ）
地区理事会（ＺＯＯＭ）

”

気品。そしてカラフルな色使いの妙も
加わってワクワクが止まらない…。

photo by s.okamoto

エリアミーティング打ち合わせ
4/2・7・11・13・16・18・20・24・28・30
5/7・9・12
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