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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 

 

“ZONTA  SAYS  NO”  

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 

８月１日現在の会員総数   ２７５名  

増  減   （２名 ）  

 新入会員                     

   田村 康夫氏（たむら やすお）  福井Ｚ.Ｃ 

   甲  清光氏（きのえ きよみつ） 福井Ｚ．Ｃ 

   福島 輝彦氏（ふくしま てるひこ） 福井Ｚ．Ｃ 

 退会（物故）会員 

   神田 加津代姉（じんだ かづよ） 奈良万葉Ｚ．Ｃ 

  Zonta International Ｄ26   

                      

 

 

2020－2022 Area3 Area Director 西川ひろこ 

                     Ｅ-mail d26area3director@zonta-26.jp 

 

ご あ い さ つ 

酷暑の中、オリンピック、パラリンピックが開催され、闘うアスリート達の姿に熱い思いと感動を覚え 

ます。 コロナ禍での開催ではありますが、世界中を前向きにするような大会となるよう願います。 

このパンデミックの中、ニューヨークでは、子ども達が“Hope Stone”という遊びで次々と人とつながる

ことを楽しんでいるとそうです。仕掛けたのは、自閉症の子どもを持つソーシャルワーカーの女性でし

た。 石にカラフルな絵や模様を描き、きれいに清掃された公園や木の根元等にその石を隠し、それを

見つけた人が、今度は自分が石をどこかに隠して見つけてもらい、次々とつながっていき、街に元気を

もたらしているとの事です。“Hope Stone”というネーミングに、明るさとポジティブさを感じます。 

私たちも、自分の「Hope 〇〇」を見つけ、少しでも前向きにパンデミックを乗り越えたいものです。 

 

６月１日号のエリア通信の中で、運営に於けるオンライン導入に関してのお問いかけがありましたの

で、各会長にオンライン導入に関する回答をお願いしました。 オンライン導入の有無ついて、又、活用

における対応や工夫をお寄せいただきましたので、今後の導入に向け参考にしてください。 

 

７月１５日、大阪 I、大阪 II クラブの合同例会を訪問させていただきました。コロナ感染拡大で、懸念も

ありましたが、会場の花外楼様の周到な感染対策とご配慮の中、親睦と、分割例会を 

スムーズにこなされました。私の方から、ZONTA SAYS NO への取り組みの検討を 

お願いさせていただきました。 

コロナ禍の中で出来る範囲での ZONTA SAYS NO への取り組みを各クラブで 

検討していただければと思います。 

Ａｒｅａ3 エ リ ア 通 信  第 7号 

2021年 8月 1日 
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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（２０２１．６月～７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） 

6/3 ： 理事会 

24 ： 例会 会計決算報告・会員増強について・ヒトデプ 

ロジェクトの件について説明と報告 

＊ヒトデプロジェクトよりのマスク・歯ブラシを国際 

エンジェル協会に寄贈 

7/1 ： 理事会  

15 ：大阪ⅡＺ.Ｃとの合同例会 於：花外楼 

   西川ＡＤクラブ訪問・卓話 

京 都Ⅰ 

宇治田恵子 

（１１名） 

6/22： 2021 年度定例総会 於 正定院  

 

7/20： 7 月例会 於 正定院 

 

10 月 21 日（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」  

ゲスト 上方落語家 桂塩鯛さん 

チケット代￥5,000（お弁当・お茶席・サロン） 

午前・午後入れ替え制 定員 50 名 

9 月 1 日より受付開始 

福 井 

後藤 俊子 

（１９名） 

＋３ 

6 月～7 月 

 ＊委員会活動計画 ： 各委員会で活動計画を検討しました。 

会員委員会、財務・プログラム委員会、アドボカシー委員会、奉仕委員会、広報委員会、親睦委

員会ごとに計画を立てコロナ禍における活動について審議中です。 

京 都Ⅱ 

隅田 友子 

（３９名） 

6/21： 年次総会 船越依津子様入会希望（理事会では

承認）について報告 

     企画係・会員係 各 1 名の新理事紹介 

     年次総会 2020 年度決算報告・会計監査報告 

            2021 年度の予算案の承認 

26： 理事会 ニュースレターの内容・今年度の企画 

7/12： 例会 安田俱子会員より「第 16 回地区大会」の審

議事項について説明 

早川久仁子会員を地区指名委員に推薦 

22： 理事会 奨学生 雨宮美夏さんの奨学金贈呈を

納涼例会にて行う 

 入会希望の船津依津子様納涼会招待について 

 

★ 京都ＳＴＥＡＭ女子応援事業について ⇒

今年も協力する事に決定 

 

★ 7/7 ヒトデプロジェクトによるマスク・ 

歯ブラシ５０セットを 

「ＮＰＯ法人こどもセンター・ののさん」 

へ寄贈しました 

奈 良 

奥田美智子 

（４２名）  

6/1： 理事会 総会結果報告の進め方について 

15： ZOOM 例会 各委員会活動確認・各委員会報告 

7/6・10 ：理事会 7 月例会の開催方法・講師例会・ヒトデ

プロジェクトについて  

 20： 例会 ハイブリッド方式（対面と ZOOM） 

    各委員会報告・理事会報告 

 講師例会 大原真弓会員の文学博士号取得記念講演 

 テーマ：「平安時代の即位儀礼の変化と一代一度の 

仏舎利使について」 

 

★藤田幸代会員が奈良市議会議員選挙に 

当選（3 期目）されました。 

★ヒトデプロジェクトのマスクと歯ブラシセットを 

「しか食堂」と「もりもりキッチン」に寄贈しました 
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クラブ名 

会長名 

会員数 

活動報告（２０２１．６月～７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Ⅱ 

幡山 玲子 

（２３名） 

6/10： ＺＯＯＭ例会 決算報告と予算審議。 国際・国内

寄付について。 年間活動計画について。 

7/15： 大阪Ⅰとの合同例会 於：花外楼  

西川ＡＤのクラブ訪問・卓話 

  

和歌山 

山下 慶子 

（１４名） 

6/6 ： 理事会 

20： 総会中止 （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 

7/10： 理事会 

7/18： 総会 事業報告・決算報告と年間スケジュール・奉仕活動・会員増強等について検討 

大 津 

辻野 紀子 

（４１名） 

6/3： 理事会 ＺＯＯＭ例会に向けての準備など 

10： 初 ZOOM 例会 各委員会の正副委員長交代確認 

チャリティーバザー・オークションの収支発表 

7/1：理事会 例会での報告・案内・協議事項打ち合わせ 

7/8：例会 地区大会実施日程・方式の変更確認 

   エレクト副会長選出（立候補の伊東信子会員）承認 

   新会員卓話：速水啓子姉・金燕姉） 

★ヒトデプロジェクト第 1 弾（高性能マスク 2 枚・

歯ブラシ 2 本・国際ゾンタのリーフレット 2 枚）

の袋詰めと発送をガバナー、会長、会員が

行い 3,000 セット完送。各方面から感謝の声

が届き、各クラブ様のご協力に感謝 

★8/19or8/26 日に納涼例会検討中 

★12/5 第 22 回チャリティーXmas バザー・パー

ティー 

奈良万葉 

西井教代 

（１６名） 

－１ 

6/16： 役員会 

21： 役員会   

 26： 2020 年度総会・例会 

 29： 吉村地区アドボカシー委員長が地区役員会に出席 

7/14： 役員会 

24： 例会 

金 沢 

鍬田 葵洸絵 

（３０名） 

6/1：  理事役員会（オンライン） 

 16： 2021 年度総会 

7/21：  

通常例会    

★ヒトデプロジェクトのマスクと歯ブラシセット 

［ばあちゃん食堂］50セット・「シェきらり」10 

セット・「三道山こども食堂」150 セット 

寄贈 ⇒7/4 地元紙（中日新聞）に掲載 

福井嶺南 

桒名 哲次 

（５名） 

6/16： 総会 決算報告 他  

★ 7 月中にヒトデプロジェクトの歯ブラシ・マスクを子供食堂に寄贈予定  

福井 FINE 

松木海穂 

（２０名） 

6/14： 役員・理事会 

  19： 福井県女性財団きらめきフェスティバル 

     オープニングにＺクラブ出演 

21： 総会・例会 

7/19： 例会  

 

★ 7 月末に足羽福祉会足羽学園・足羽更生

園へ大型野外プールを寄贈 

★ ９月例会にてＳＤＧｓの勉強会を予定 

     （講師をお呼びして） 
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  ★アンケート結果 

クラブ名 オンライン導入済みクラブからの報告 導入に向けての対策など 

大阪Ⅰ 
例会、役員会オンラインで連絡を試みたが全員

参加とはいかなかった 

パソコン、スマホのない会員は、FAX と郵送で対

応している 

福 井 
導入している。 講演会も実施。通常の例会時

は、間隔を取って着席し飲食は無し 

オンラインで参加できない会員や参加者には、会

場を用意し、参加できるよう配慮 

奈 良 例会、理事会、委員会は ZOOM・オンライン使用 
各会員にサポートし、リハーサルを行い進めた 

７月例会はハイブリッド方式で開催 

大阪Ⅱ 
役員会は常にＺＯＯＭ 連絡にはＬＩＮＥも使用 

例会場閉鎖、コロナ感染拡大時に ZOOM 例会 

会員間でスマホの使い方を伝授し ZOOM をダウ

ンロードしてもらい、ZOOM 例会への参加を促す 

大 津 

3 月、４月例会 ハイブリッド形式例会 

６月例会  ZOOM 

（事前に郵送で資料配布。ZOOM 経験者と未経

験者がペアになり成立） 

案するより産むが易し。皆が果敢に挑戦すること

で成功出来る。IT 知識ある会員がいれば、臨機

応変に対応できるので、先ず ZOOM 学習を 

金 沢 例会、役員会を ZOOM で開催している 
オンライン導入前に、例会で ZOOM の使い方を

確認。 不安な会員は得意な会員と同席参加 

福井 FINE 

各委員会では、オンライン会議で打ち合わせ。 

時間的に難しい会員もいるが、前向きに理解を

促す方向で進めている 

導入していない会員には、既に自分で出来る手

順書をペーパーで渡した上で、個別でレクチャー

し、出来るようにフォロー 

 

★オンライン導入検討中クラブ；５クラブ（京都 I, 京都 II, 和歌山、奈良万葉、福井嶺南） 

和歌山クラブ 仕事で Zoom を利用している会員も多い。10 月の地区大会への参加を呼び掛けていくことで 

Zoom 未使用の会員が利用可能に対応したい 

 

                                                     ホッとひと息！写真コーナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

AD 活動報告 

6/ 1   ガバナー通信・エリア通信配信 

6/12   地区理事会（ＺＯＯＭ） 

6/20   ＡＤ会議（オンライン） 

6/27   地区理事会（ZOOM） 

6/29   午前：地区理事会 

午後：役員理事・委員長会 

（於：大津） 

6/30   ＡＤ会議（オンライン） 

 

7/13   副ガバナー・ＡＤ会議（オンライン） 

7/15   大阪Ⅰ・Ⅱクラブ合同例会訪問 

7/16   国際ゾンタ New Member 

Welcome-Option II 

7/18  地区会計・ＡＤ会議（オンライン） 

7/19  東京Ⅲクラブ設立 20 周年企画 

卓話会 Ｖoｌ．４参加 

7/25  地区理事会（ＺＯＯＭ） 

                                 

“太陽に向かって  ” 

熱さに負けず大輪の花を咲かせる。 

今、日本で熱戦が繰り広げられている 

オリンピックの選手達とダブって見える。 

力を出し切った人へのエール…？ 

       photo by s.okamoto 

 

 


