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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の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。 

１０月１日現在の会員総数   ２７６名  

増  減   （±０ 名 ）  

 新入会員                     

   岩永 恵津子姉（いわなが えつこ） 大阪ⅠＺ.Ｃ    

   小林 美穂子姉（こばやし みほこ） 大津Ｚ.Ｃ 

退会会員 

   里田 淑子（さとだ としこ） 奈良 Z,C 

  宇川 久子（うかわ ひさこ） 大阪ⅡZ,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  

２０２２年は、混乱するアフガニスタン情勢、日々の食事に困る日本の子どもたち、そして感染者が増加

の一途を辿るオミクロンの報道の中で始まりました。そのような中、届けられましたシャロン国際会長のご

挨拶に、ノーベル物理学賞を受賞されたアメリカの天文学者、アンドリア・ミア・ゲズさんの事が紹介されて

いました。アンドリアさんは、１９８７年のゾンタのアメリア・イアハート奨学制度の奨学生で、国際名誉会員

でおられるとの事、又、ハンブルグでの世界大会では基調講演が予定されているという内容でした。 

ゾンシャンとして誇らしく思える明るいニュースでした。 

 

更に、至急連絡であった為、急遽各クラブ会長方のみへの案内でしたが、フィリピンのマカティゾンタク

ラブと国際の Envision Foundation Inc.共催のズーム講演会が２４日に開催され、日本の山崎直子氏が

「DIVERSITY IN SPACE EXPLORATIONS”というタイトルで講演されました。横浜大会でも講演されました

が、ご経験、今後の課題、女性や次世代の若者への期待など多岐にわたって話されました。 

 

さて、３月８日はゾンタローズデー、３月はゾンタローズデー月間です。クラブの取り組みを検討されてい

るかと思います。２０２２年の国際女性デーのテーマは、「持続可能な明日のための今日の平等 国際女

性デー２０２２」と国際からのメールにあります。オミクロンの状況を鑑みますと、クラブ員が集まって活動

をすることが難しい状況です。日本では、まだ国際女性デーが定着していないので、無理のない方策～メ

ッセージを出す、チラシを公共施設に置く、ミモザや黄色いバラを飾る等々～出来る範囲で 

ローズデーを PR する機会としていただければと思います。昨年のエリア通信の中で、 

私は大阪のあるデパートでの「今日は、国際女性デーです・・・・・」と流れてきた 

館内放送を聞いて感動した事を報告しています。 

今年の各クラブでのアイデアや取り組みは、次号の通信でご紹介したいと 

   思っています。 無理のない範囲で取り組んでください。 

Ａｒｅａ3 エ リ ア 通 信  第１０号 

2022年 2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 

（１７名） 

＋１ 

12/4： 理事会 

12/16：クリスマス例会 ・入会式 岩永恵津子さま 

   ・「Ｚｏｎｔａ Ｓａｙｓ Ｎｏ」の取り組みについて勉強 

   ・ヒトデプロジェクト第 2 弾 育徳園に 30 セット寄贈 

   ・クリスマスバザーサイレントオークション ・委員会報告 

1/13： 理事会 

20： 例会 ・3 月 8 日のイベントチケット配布 

   ・永井隆子会員卓話 アメリア・イアハートについて 

   ・2 月 17 日のランチ例会について ・委員会報告 

 

 

 

 

 

 

※3 月 8 日（火） 舞の海 秀平氏講演会 

場所：ホテルニューオオタニ大阪 

  開場１３：0０  開演 １３：３０ 

  「可能性への挑戦」  ￥3,000 

京 都Ⅰ 

宇治田恵子 

（１１名） 

 

12/14： 例会 竹谷山正定院にて  

1/11： 臨時役員会 竹谷山正定院にて 

1/19： 予定していた 3 クラブ合同 

新年会は延期 （日時未定） 

となりました 

＊中村貴子会員は大学オリジナルお酒 

研究会の事務局長を務め、ＣＦにチャレンジ。 

無事目標額達成。お金はお酒作りに取り組 

んでいる若者の支援等に使用。 

リターンとして大学のオリジナルお酒の他、 

オンライン講義有り。ＣＦは 2 月 27 日締切 

「Ｍａｋｕａｋｅ大学オリジナルお酒」で検索 

京 都Ⅱ 

隅田 友子 

（４０名） 

 

12/13： アメリア・イアハート記念例会  京都Ⅰ・京都Ⅱ・大津クラブ共にドローン体験 

       講師：ドローンパイロット 轟あずさ氏 

     ・「アウンジャ」へクリスマスプレゼント（会員持ち寄り）に 

添えてヒトデプロジェクト第 2 弾を発送 

23： 輝く女性応援京都会議企画委員会 出席 

23： 理事会 各委員報告 

1/6： ｋｙｏのあけぼのフェスティバル実行委員会 出席 

 1/19： 例会 京都Ⅰ・Ⅱ・大津クラブ合同新年会 感染拡大の為中止     ドローン撮影 

1/27： 理事会 ローズデーの企画について                   

福 井 

後藤 俊子 

（１９名） 

12/ 8： 理事会 

1２/15： 例会 Ｘｍａｓ親睦会 

12/22： 2021ＷＥＢ講演会   

“性の多様性について知ろう”（アドボカシー委員会企画） 

テーマ：性的マイノリティー（ＬＧＢ等）とは？  

配信会場：仁愛大学（福井県越前市） 

1/12： 理事会  次期会長について 

  19： 例会は新型コロナウィルス感染症患者発生像の為中止 

大 阪Ⅱ 

幡山 玲子 

（２２名） 

－１ 

12/2： ZOOM 役員会 

9： 例会（対面） 5/22 開催予定の講演会について 

1/ 6： ZOOM 役員会 

13： 新年会 於：マリオットホテル大阪ＺＫ  

57 階からの大阪の夜景を満喫 

※5/22（日）ハイブリッド方式による講演会 

「環境問題～今私たちに何ができるか」

（仮題）  於：リード芦屋  

女性や女児の貧困化につながる異常気象

をもたらしている環境汚染について今、私

たちに何が出来るか考えていきます  
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奈 良 

奥田美智子 

（４０名）  

－１ 

12/ 7： 理事会 ・ヒトデプロジェクト配布先検討 

・ＺＯＮＴＡ ＳＡＹＳ ＮＯ について 

12/21： 直前理事会・クリスマス例会（ハイブリッド形式） 

     ・各委員会報告 ・ビンゴゲーム 

     ・ゲスト参加 大道ラン様 

12/22～26： ヒトデプロジェクト第 2 弾、5 ヶ所へお届け   

1/11： 理事会  1 月アメリア・イアハート例会について     

1/18：・直前理事会 財務委員会よりの提案事項 

    ・例会（ハイブリッド形式）  

アメリア・イアハート記念講演 

     「自衛隊のパイロットという職業について」 

     講師：勝野愛裕氏（自衛隊奈良広報班長） 

※2022 年 3 月 2 日（水） 

「チャリティー講演会＆コンサート」 

 第 1 部： 講演 清水武則氏 

  「友邦となったモンゴルとその魅力」 

   ホーミーと馬頭琴演奏 

 第 2 部： ローズデー式典 

  奈良 Z,C 理系若手研究者奨励賞授与式と

受賞者、城戸千晶氏の記念講演 

 

和歌山 

山下 慶子 

（１４名） 

12/5： 理事会 

  19：例会 ・ゲストに 唄様をお迎え 

    ・「多文化オアシス」に Wi-Fi 機材の寄付を決定 

1/16： 例会・新入会員入会式・新年会 

     ・山田容子姉入会式 

     ・ローズデーイベント、会則についての審議 

※一昨年チャリティーバザーとして実施の 

 和歌山名産の梅干し、好評に付き再度開催 

 詳細は準備が整い次第各クラブにお知らせ

いたします 

大 津 

辻野 紀子 

（４２名） 

＋１ 

12/2： 理事会 ヒトデプロジェクト袋詰め。京都新聞 

大津支局の取材あり、12/15 日の滋賀版にメンバー

の写真とゾンタの活動等が掲載された 

12/13： 京都 1・ⅡZ,C のアメリア・イアハート合同例会 

      に出席 その後、井筒にて例会 

   ・西村寛子会員の次期ＡＤ就任お祝い 

・新入会員歓迎会・クリスマス会 

・懇親会（忘年会）開催 

1/19： ZOOM 臨時理事会 

    ・3 クラブ 

（京都Ⅰ‣Ⅱ・大津） 

合同新年会は中止 

 

※2 月 22 日（火） 大津 Z,C「設立 22 周年写真

集出版記念会」開催 ＰＭ１２：２２～１４：２２  

  琵琶湖ホテル ローズの間  会費：無料 

参加申込：会長辻野まで（どなたでも参加 

可）※コロナ禍の為中止となりました 

 

※3 月 23 日 ローズデー記念  

大津ゾンタチャリティーバザー 

＆ロットパーティー開催 

※6/10～11 地区大会Ｐａｒｔ２開催 

     於：いずれも琵琶湖ホテルにて 

奈良万葉 

西井教代 

（１６名） 

12/4：チャーター例会 橿原市長を囲んで 

「橿原市を知る！奈良万葉Ｚ.Ｃに出来る事を探る」 

 14：会長・副会長会議 

 19：第 10 回クリスマスチャリティーバザー 

 22：ヒューマンかつらぎへクリスマスプレゼントお届け 

1/12：会長・副会長会議 

 22：新年例会  ※例会場はＴＨＥ ＫＡＳＨＩＨＡＲＡ 

 

 

 

 

 

 

 

金 沢 

鍬田 葵洸絵 

（３０名） 

 

12/2：Ｓａｙｓ Ｎｏ活動 金沢駅「鼓門」と「金沢港「クルーズ

ターミナル」をオレンジにライトアップ、地元紙に掲載 

  8：金沢 Z,C Ｘmas ホ-ムパ-ティ-  

オークション＆バザ- 

 14・19・25：ヒトデプロジェクト第 2 弾商品お届け 

1/19：拝賀例会 石浦神社参拝・知事夫人へ挨拶 

    （コロナ感染拡大の為縮小開催） 

1/24：エリアミーティング打ち合わせ（第 2 回） 

※12/17 宮川会員がいしかわ男女共同参画

推進功労者知事表彰を受ける 
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福井嶺南 

桒名 哲次 

（５名） 

12/22：例会、忘年会 

1 月例会はオミクロン株感染拡大につき中止 

福井 FINE 

松木海穂 

（２０名） 

12/20：ほほえみの郷へヒトデプロジェクト第 2 弾 

商品お届け 

     例会 

 27： Ｚクラブ校へ活動費寄贈 

1/17：拝賀例会・新年会は中止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホッとひと息！写真コーナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

AD 活動報告 

12/ 1  ガバナー通信・エリア通信配信      

12/ 8  地区理事会（ZOOM） 

12/19  奈良万葉クラブチャリティーバザー 

12/22  福井ゾンタクラブＷＥＢ講演会参加 

      「性の多様性について知ろう」 

12/26 地区理事会（ZOOM） 

 

2022 年 

 1/19  京都Ⅰ・Ⅱ・大津ゾンタクラブ合同 

新年例会（コロナ禍の為中止） 

1/24  金沢ゾンタクラブと第 2 回目 

エリアミーティング打ち合わせ 

1/24  マカティ ゾンタクラブと 

Envision Foundation Inc.共催の 

アメリア・イアハート月間 

山崎直子氏講演会（ZOOM）参加 

1/29 地区理事会（ZOOM）                               

 

 ～～ エリアミーティングへのご案内 ～～  

 

日 時 ： ２０２２年５月１５日（日曜日） 

開催地： 石川県金沢市ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢（金沢駅直結） 

時 間 ： ＡＭ １０：３０～ＰＭ ４：３０（予定） 

 

  計画通りに開催出来れば、２年ぶりのエリアミーティングとなります。 

有意義なトレーニングセミナーになるよう金沢クラブと準備を進めています。 

皆様のご参加をお待ち申し上げております。 

                        

“春とおからじ・ ２種の梅 競演 ” 

淡いピンクのしだれ梅と色鮮やかな紅梅

が見事にマッチ。小鳥たちの歓喜の歌声  

が加わり、本格的な春の訪れの近い 

予感に胸おどります。 

       photo by s.okamoto 

 

 


