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早いもので、２０２１年も最後の月を迎えました。ゾンタは今、Zonta Says No 期間真最中です。
今回の通信に報告が間に合わなかったクラブでの取り組みや活動は、又、後日ご報告ください。
国際ゾンタの Facts about Violence against Women には、女性が最も多く暴力の被害を受けるの
は親しいパートナーからであり、世界中の３０％の女性が様々な形の被害を経験しているとあります。
又、昨今増加しているサイバーＤＶ、オンラインによるハラスメントは、７３％の女性が経験しており、
特に１８歳～２４歳の女性がサイバーDV を受け易い世代とされています。 コロナ禍で、状況は更に
悪化している可能性があります。 日本でも、配偶者暴力の全国の相談件数が、令和２年には、令和
１年の約１．６倍に増加したと報告されています。 身体的のみならず精神的、経済的などの暴力を未
然に防ぐような啓発活動も含め、ゾンタとして取り組みを進めることが大きな意義を持つと思います。
１１月１７日、来年の５月１５日のエリアミーティングのホストを務めてくださる金沢クラブへ第１回目
の打ち合わせに伺いました。 ９月のクラブ訪問の際はズームでしたが、今回、直接お会いして、金沢
クラブの皆さんの熱い思いを感じました。エリア３の皆様方に有意義なトレーニングセミナーを提供で
きるよう、力を合わせて準備していきたいとＡＤ共々意気込んでおります。
鍬田葵洸絵会長よりの招聘のご挨拶を掲載させていただきました。
コロナ禍にある状況が影響しているのでしょうか、クラブ運営上の難しさについての
報告を受ける事もあります。活動に制約ある中ではありますが、ゾンタ本来の
目標遂行に〝hand in hand” でクラブ一丸となって、組織力を更に強めて
活動下さることを願っております。

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
１０月１日現在の会員総数

２７６名

増 減
（‐１名 ）
新入会員
渡辺 昌子姉（わたなべ まさこ） 金沢Ｚ.Ｃ
退会会員
馬場 華幸姉（ばば はなこ） 金沢Ｚ.Ｃ
物故会員
大西 伊公子姉（おおにし いくこ） 奈良Ｚ.Ｃ

“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
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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
（１６名）

京 都Ⅰ
宇治田恵子
（１１名）

京 都Ⅱ
隅田 友子
（４０名）

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

10/7： 理事会
10/21：例会 ＊地区大会報告 審議事項 選挙
＊松崎大使よりの寄付のお願いについて
＊会員増強について（岩永恵津子様が例会見学）
＊北九州Ｚ.Ｃ設立 30 周年式典に会長上田出席
＊委員会報告
11/4： 理事会
26： 移動例会 大阪市立東洋陶磁美術館 見学
フランス料理レストラン カランドリエ
10/15： 第１６回地区大会
10/19： 例会 地区大会 part1 報告等
11/16： 例会合同新年会・バザーの準備について

＊新入会員 2 名が入会されたので
「Ｚｏｎｔａ Ｓｙａｓ Ｎｏ」を含め
ＺＯＮＴＡについて 12 月に勉強会を行う

＊第 55 回チャリティーバザー開催
日時：2022 年 5 月 12 日（木）
場所：正定院（京阪出町柳駅スグ）
会費：￥5,000（お弁当・茶席・サロン）
ゾンタサロンに、落語家 桂塩鯛氏を予定

10/11： 例会 講演「子どもの権利条約について」
講師 ＮＰＯ法人「こどもセンターののさん」理事長 安保千秋氏
＊２０２１年度寄付先及び寄付金について審議➡承認 ＊地区大会寄付について審議➡クラブと
して 300 ドルに決定 ＊2021 年度園遊会は 4/13 仏光寺にて開催決定
19： ＊令和 3 年度京都府男女共同参画に関する意見交換出席
20： 理事会 2021 年度留学生公募について ＊2021 年度園遊会の内容・計画案について
11/6： 第 33 回ＫＹＯのあけぼのフェスティバル式典出席
8： 移動例会 仁風庵にて ＊第 16 回地区大会Ｐａｒｔ1 について各会員による報告と感想
＊ヒトデプロジェクト第二弾について 「こどもセンターののさん」・「アウンジャ」に 50 セット寄贈
＊12 月 13 日アメリア・イアハート記念例会案内について 例会後、京都迎賓館見学
11/24：理事会 ＊アメリア・イアハート記念例会について ＊令和 3 年度指名委員選出について

福 井
後藤 俊子
（１９名）

10/15： 理事会
10/20：例会 コロナ禍で対策を厳重に
して食事時間を設けた
11/10：理事会 各委員会の活動計画
を審議検討した
17：例会 会員親睦会（12 月 15 日）
について

奈 良
奥田美智子
（４１名）
－１

10/1：赤い羽根共同募金
セレモニーに参加
募金活動を行った
10/5：理事会 各委員会より
提案・子ども食堂訪問状況
10/15：第 16 回地区大会 会場 7 名 リモート 9 名
19：ハイブリット例会 ＊地区大会報告
＊「会則改定」についてグループトーキング
11/2：理事会 地区大会の役員選出について
11/9：臨時理事会 ヒトデプロジェクト第 2 弾、他
16：ハイブリット例会 グループトーキング、他
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On-line 講演会開催
日時：12 月 22 日（水） 19：00 ～ 21：00
＜性の多様性について知ろう＞
◎医学の視点から ◎社会学・ジェンダー研究視点から
◎法律と政治の視点から
講師：細川久美子先生・織田暁子先生・山浦光一郎先生
※詳細についてはご案内チラシをお送りいたします。
＊会員の松本真理子姉が
旭日双光章を
受賞されました。

＊チャーター会員大西伊公子姉が、１０月
15 日にご逝去され、例会にて黙とうを
捧げご冥福をお祈りいたしました
＊Ｚｏｎｔａ Ｓａｙｓ Ｎｏキャンペーン実施
12 月 7 日（火） 近鉄奈良駅前広場にて
ティッシュ・しおり・ゾンタリーフレットを配布
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大 阪Ⅱ
幡山 玲子
（２３名）

和歌山
山下 慶子
（１４名）

10/7 ：
10/14：
11/4 ：
11/11：

ＺＯＯＭ役員会 ＊イベント実施について
ＺＯＯＭ例会
＊投票ルール確認、イベント実施について、新年会会場について
ＺＯＯＭ役員会 ＊イベント開催について、ヒトデプロジェクト応募等について
例会（対面）
＊地区大会報告、ヒトデプロジェクト応募等について、
＊イベント開催について
ゲストスピーチ「アフガニスタンーイスラム事情諸々」
＊服部恵子会員創設の
「多文化オアシス☆にほんご
おしゃべり会」の活動が市報に
掲載されました

10 月例会はコロナ禍により休会
10/15：地区大会に 8 名参加
会場３名・オンライン５名
11/20：例会 ＊7 月に予定されていた
ＪＭＫ奨学金受賞者伊藤真純姉の入会式を行い
若くて聡明な新会員の誕生を喜び合いました
＊今後の奉仕活動やイベントについて検討
各方面で活躍している会員の活動とリンクする方法を考える

大 津
辻野 紀子
（４１名）

奈良万葉
西井教代
（１６名）

金 沢
鍬田 葵洸絵
（３０名）

10/ 7： 理事会
10/14： 例会 ホストクラブとして地区大会準備
15： 国際ゾンタ 26 地区第 16 回地区大会ホスト
クラブとして岡澤ガバナーの元、クラブ全員で役割
を果たす“全国からご参加の皆様お疲れ様でした”
11/ 4： 理事会
11/11： 例会 案内、報告事項等
＊名古屋ＳＯＲＡ Ｚ.Ｃパープルリボン協力
10/2： 例会＊唐子・鍵遺跡史跡公園フリーマーケット
にてチャリティーバザー出展者勧誘
15： 地区大会参加 会場 4 名・リモート 1 名
18： チャリティーバザー打ち合わせ
22： 講師派遣依頼にユネスコ協会橿原支部訪問
11/2： 子ども総合センター「かしの木園」と打ち合わせ
6： 例会
26： 橿原市長とチャーター例会打ち合わせ
20 周年記念事業寄付贈呈式 （橿原市長室）
28：理事会

＊12 月 5 日開催予定の第 21 回チャリティー
Xmas イベント（バザー＆パーティ）はコロ
ナ禍を鑑みて、苦渋の決断で中止
来春にコンサート等の催しを模索中
＊12 月 13 日 京都１・ⅡＺ.Ｃ アメリア・イアハ
ートの集い ドローン体験に参加
同日、井筒さんにて例会開催予定
＊第 10 回チャリティーバザー２０２１開催
日時：2021 年 12 月 19 日（日）
１０：００ ～ １５：００
場所：ＴＨＥ ＫＡＳＨＩＨＡＲＡ（旧橿原ロイヤ
ルホテル 近鉄橿原神宮前駅前）
その他：フードドライブコーナー設置

10/15： 第 16 回地区大会に 15 名参加
会場 2 名、ライブビューイング 11 名、リモート 2 名
＊きらきらスマイルプロジェクト実行委員会
10/20： 例会 Ｚｏｎｔａ Ｓａｙｓ Ｎｏ 活動案について
11/10：石川県児童養護協議会へ歯ブラシ寄贈（取材有り）
地元ＴＶ局 3 局で放映され、活動の認知度向上を図る
11/17：例会 Ｚｏｎｔａ Ｓａｙｓ Ｎｏ ・ﾁｬﾘﾃｨｰﾎｰﾑﾊﾟｰﾃｨｰについて
第 1 回エリアミーティング実行委員会、西川ＡＤ同席

＊12 月 8 日チャリティ-ホ-ム
パ-ティ- 開催（ＡＮＡクラウン）

福井嶺南
桒名 哲次
（５名）

10/20：例会＊会長より地区大会審議事項・地区役員選挙結果など報告
＊活動目標について
11/17：例会＊第 15 回エリア 3 エリアミーティングホストクラブに関する件

福井 FINE
松木海穂
（２０名）

10/11：役委員会
15：地区大会 琵琶湖ホテル
18：例会 卓話「摂食障害について」
11/10：ＹＷＰＡの候補高校訪問 2 校
11/15：例会
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摂食障害より復帰の 2 人

＊12 月 22 日（水）
ランチ・忘年会
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～～ エリアミーティングへのご案内 ～～金沢Ｚ.Ｃより
クリスマスのイルミネーションで街が華やぐ季節となりました。
2022 年のエリア 3 エリアミーティングは、5 月 15 日（日曜日）に石川県金沢市で開催されます。金沢市が有する食
文化や伝統工芸などについては皆様御存知かもしれませんが、県内には、そのほかにも海の幸が豊富な能登や、
美肌を生む加賀温泉など、見どころがたくさんあります。 感染症の影響下で長く張り詰めていた緊張の糸をしばし
緩め、リラックスした心身で訪れて頂ければ幸いです。 現在の感染状況が続き、計画通りの開催が叶えば、2 年ぶ
りのエリアミーティングとなります。引き続き感染症対策に配慮した上、金沢クラブ会員一丸となり準備を進めてまい
ります。来年の 5 月、皆様のご参加をお待ち申し上げております。
どうぞお体に気をつけて、年の瀬をお過しください。
会 長 鍬田葵洸絵

ＡＤよりの報告
～ Ｚｏｎｔａ Sａys Ｎｏ の金沢Ｚ.Ｃの取り組みをご紹介します ～
活動テーマ： 金沢をオレンジにライトアップ
活動内容①： 12 月 2 日（水） 18：00 ～ 19：00 金沢駅「鼓門」をオレンジにライトアップ
その後、19：00 ～ 20：00 金沢港「クルーズターミナル」をオレンジにライトアップ
ライトアップの前で会員が“ＺＯＮＴＡ ＳＡＹＳ ＮＯ” のポスターを持ち写真撮影
活動内容②： 金沢Ｚ.Ｃ のＨＰに “ＺＯＮＴＡ Ｓａｙｓ Ｎｏ” キャンペーンを掲載
会員が個人ＳＮＳでＨＰをシェアし周知活動を行う
https://kanazawa-zonta.org/?page_id=669
広報活動 ： 各報道関係へプレスリリースを配信
会員の知人である広告代理店へ情報発信をする

ホッとひと息！写真コーナー

AD 活動報告

“ゆらぎの中を ”

10/1
10/9

ガバナー通信・エリア通信配信
地区大会第 1 回打ち合わせ会
ＡＤ会議 （京都）
10/14～15 地区大会（大津）
10/22 ガバナーよりの地区大会結果報告

木々の紅葉が明るい太陽の光を浴びて
青空をキャンバスに美しい季節を描きま
す。水面の彩りを楽しむ様に悠然と泳ぐ
水鳥の作る揺らぎにこころ癒されます。

photo by s.okamoto

連絡事項配信
10/27 ガバナーよりの連絡事項配信
10/28 国際奉仕賞募集要項配信

10/30 北九州ゾンタクラブ 30 周年記念
式典参加
11/2
地区理事会(ZOOM)
11/4
ヒトデプロジェクト第 2 弾募集配信
11/8 クラブ活動報告書配信
11/17 第１回ＡＭ打ち合わせ
（金沢ゾンタクラブ）
11/23 姫路ゾンタクラブ スーパーキッズ
オーケストラのコンサート鑑賞
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