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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 

４月１日現在の会員総数   ２７７名  

増  減   （＋１ 名 ） 

新入会員 

神田 真美姉（じんだ まみ） 奈良万葉Ｚ.Ｃ （2/5） 

大道 久子姉（おおみち ひさこ） 奈良Ｚ.Ｃ （2/15) 

 

物故会員 

西田 千代子姉（にしだ ちよこ） 奈良 Z,C （3/5） 

 

 

 
第 14 回エリア 3エリアミーティングは 

9 時 30分：登録受付 

9 時 40分：ゾンタストアオープン 

10時 30分：開会式 

 

Zonta International Ｄ26 

 

 

   2020－2022 Area3 Area Director 西川ひろこ 

                           Ｅ-mail: d26area3director@zonta-d26.jp 

 

 ご あ い さ つ  

コロナ感染が少し収まりを見せ、蔓延防止等重点措置が解除され、社会が以前の状況を取り戻し

始めようとする中、ウクライナでは、２１世紀というこの時代に於いて、１国の侵略行為により世界平

和を脅かす情勢が発生し、未だ解決の糸口が見えない状況が続いています。ウクライナから近隣諸

国へ避難している女性や子供たちの様子の報道に心が痛み、憤りを覚えます。私たちが，戦火のも

とに有る女性・子供達に手を差し伸べる事が出来ない焦りを感じる中、UNWomen 日本協会よりメー

ルマガジン臨時号（3月 28日）が参りましたので、29日にクラブ配信いたしました。 

既にお目通しいただいた事と思います。 

 

５月１５日、金沢にて開催の第１４回エリア３エリアミーティングの登録閉め切りが３日となっていま

す。今回のエリアミーティングが、今後のより積極的な活動に繋がりますようにという願いを込めて、

「未来に向けてのエンパワーメント」～For Active role～というテーマを掲げました。 

地区の４エリア共通テーマでの研修に加え、エリア独自の取り組みとして、４クラブの代表に実践報

告をしていただきます。また、コシノヒロコ様の記念講演は、きっと私たちがパワーアップさせていただ

けるものと確信しています。先日コシノ様にお会いし、ゾンタにぴったりのご講演の副題をいただいて

まいりました。どうぞご期待ください。 

また、新入会員さんのご紹介の時間をランチタイムに設けました。紹介に加え、 

記念のプレゼントをご用意しています。出来るだけ多くの新入会員さんに 

ご参加いただけますよう、お声がけください。 

 

３月８日ローズデー（国際女性デー）のクラブでの取り組みは、 

趣向を凝らしていただき様々な方法で取り組んでいただきました。 

エリア３のクラブの推進力に改めまして、敬意を表したいと思います。 

Ａｒｅａ3 エ リ ア 通 信  第１１号 

2022年 4月 1日 



Area3 newsletter no.11 
 

2 

 

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（２０２2．2月～3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） 

2/3： 理事会 

17：例会 例会時間を 13：00～に変更してランチ例会に 

・3月 8日の講演会を 10月 13日に（木）に変更決定 

・指名委員選出 

・東京ＧＲＡＣＥ Ｚ.Ｃ認証状伝達式に上田・行岡出席予定 

3/3： 理事会 

17： 例会 ・ホームページ変更について 

・イベントについて 

・指名委員より次期候補者について 

・ヒトデプロジェクトについて 

・エリアミーティングについて ・会員増強について 

 

※3月 8日（火） 開催予定の 

舞の海 秀平氏講演会は 

コロナ感染拡大の為 

１０月１３日（木）に延期致しました 

 

度々の延期で申し訳ありません 

秋の爽やかな頃には収まっている

と願っています 

京 都Ⅰ 

宇治田恵子 

（１１名） 

2 月 例会は休会 

3/15： 3 月例会  正定院 

・バザーお弁当試食など 

バザーに向けての準備 

3/14：地区アドボカシー委員長 

吉村侑子氏によるローズデー講演会 

「私のアドボカシー活動」を 京都Ⅱク

ラブ、大津クラブと共に拝聴 

 

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・ゾンタサロン） 

ゾンタサロン：落語家 4 代目・桂塩鯛氏 

午前（10：00～12：00）午後（12:30～14:30）各 50名 

お弁当は①日本料理井傳②鰻ふなもと③パン志津屋 

から事前に選び申し込み下さい 

申込締切：4月３０日（土） 

お問合せ・申込み先：d26kyoto1@zonta-d26.jp 

京 都Ⅱ 

隅田 友子 

（４０名） 

 

2/14：例会 ・ローズデー企画について 

・2022年度奨学生応募者の面接 

17： 理事会 ・2022年度奨学生の選考 

・2022年度国内寄付先の確認 

・ローズデー企画の内容確認 

3/14：ローズデー講演終了後、例会 

・各エリアミーティングの案内 

・指名委員長より 2022年度クラブ役員報告 

・審議事項 3件 ⇒ 承認 

 24： 理事会 ・入会希望者について審議 

・園遊会弁当の試食及び最終確認 

 

 

 

 

 

 

※3/14（月）地区アドボカシー委員長 

吉村侑子氏によるローズデー講演会 

「私のアドボカシー活動」を 京都Ⅰクラ

ブ、大津クラブと共に拝聴 

※京都市児童療育センター「きらきら園」、

社会福祉法人「つばさ園」、ＮＰＯ法人子ど

もセンター「ののさん」、読売新聞社「光と

愛の事業団」にローズデー記念の寄付金

を贈呈 

※第 38 回チャリティー園遊会開催 

4 月 13 日（水）11:00～12:30午前の部 

13:00～14:30午後の部 

於：佛光寺（京都市下京区新開町 397 

チケット代 \5,000（当日券有り） 

福 井 

後藤 俊子 

（１９名） 

福井県も COVID-19の感染者増により感染予防警報が発令されましたので、 

2 月・3月の例会を中止 

3/9：理事会を短時間で開催 

mailto:d26kyoto1@zonta-d26.jp
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奈良 

奥田美智子 

（４０名）  

2/1：オンライン 理事会 ・3/2のイベント中止の件  ・2月例会について 

15： ＺＯＯＭ例会 

・大道久子姉入会セレモニー  ・次期役員選出・承認 

・奈良八重桜の会への寄付について 

3/1：ＺＯＯＭ理事会・3月チャーター例会につて 

・4月郊外例会について ・ ヒトデプロジェクト第３弾について 

15： チャーター例会（ハイブリッド例会） 

・3/5に逝去された西田千代子姉の冥福を祈り黙祷 

・32年間の活動記録のプレゼンテーションを皆で鑑賞 

・「私のローズデーを語ろう」一分間スピーチ 

29： ＺＯＯＭ理事会 

・４月郊外例会の確認・エリアミーティング資料検討 

大 阪Ⅱ 

幡山 玲子 

（２２名） 

 

2/3： ZOOM役員会 

10： ZOOM例会 ・イベントテーマ決定 

 ・指名委員選出 

3/3： ZOOM役員会 

10： ZOOM例会 ・オンラインでの卓話 

「子ども食堂の運営と今後の課題について」 

講師：赤松勧誠氏 

・次期役員候補者発表・イベン準備状況報告 

※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 

テーマ：持続可能社会のために何が出来る

か～化学者と消費者の見地から～ 

講演１大野隆氏「未来をあきらめない 

化学」 

講演２下村委津子氏「未来の選択～私たち

の買い物が社会を変える～」 

於：リード芦屋 

定員・対面：50名・リモート：100名 

時間：13：30～16：00 

和歌山 

山下 慶子 

（１４名） 

2/3： 理事会 

20： コロナ禍の感染状況を考慮し例会を中止 

3/4： 理事会 

20： コロナ禍の感染状況を考慮し例会を中止 

※服部会員の運営しているボランティア団

体「多文化オアシス☆にほんごおしゃべり

会」にローズデーの一環として一年間の

Ｗｉｆｉ使用料金の援助を行った 

大 津 

辻野 紀子 

（４２名） 

 

2/3： ＺＯＯＭ理事会 ・2月例会の打ち合わせ 

10： ＺＯＯＭ例会 ・ＺＯＯＭでの例会が定着し、報告

事項・案内事項・協議事項等がスムーズに運ぶ 

3/3：ＺＯＯＭ理事会 ・3月例会の打ち合わせ 

10： ZOOM例会 

・ウクライナ問題について国際会長の声明の共有 

・12月クリスマス決定 

 14：「京都ⅡＺ.Ｃローズデー記念講演会」に 11名出席 

24～26：ヒトデプロジェクト第 3弾セット・発送準備作業 

（新学期に向けてのノート・ペン） 

※チャリティークリスマス＆パーティーは 

12 月 11 日（日）15：30～バザー １６：３０～パ－ティ 

※3月 23日のローズデー記念 

大津ゾンタチャリティーバザー＆ 

ロットパーティーはコロナ禍で中止 

※5/8 エリアⅠ・5/15エリア 35/22エリア４ 

5/29エリア２、エリアミーティング開催 

※6/24～28：ハンブルグ世界大会催行決定

(Online/ Offline) 

※6/11（土）11：00～地区大会Ｐａｒｔ２開催 

於：琵琶湖ホテルにて 

琵琶上客船「ビアンカ」船上にての会議 

計画中（オプション） 

① 6/10：前夜祭 ②6/11：三井寺散策 

奈良万葉 

西井教代 

（１７名） 

＋１ 

2/5：例会 ・神田真美姉入会式 

3/5：例会 

6：ローズデーイベント ＦＭヤマト公開放送に出演 

「国際女性デー」の啓蒙  於：奈良県立民族博物館 

14：京都Ⅱゾンタクラブ例会にて吉村侑子姉講演 

17：会長・副会長会議 

・ヒトデプロジェクト第３弾寄付先の社会福祉法人 

「飛鳥学院（児童養護施設）訪問 

30：理事会 

 

※４月 2日（土）移動例会 

奈良マリオットホテルでランチ 
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金 沢 

鍬田 葵洸絵 

（３０名） 

2/2： 第 1回ローズデー実行委員会（ZOOM） 

16：例会（ZOOM） 

・ローズデー、金沢エリアミーティングについて 

3/8：ローズデー…ＳＮＳで啓発活動を実施  

16：例会・エリアミーティング開催について 

・ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢にて当日役割 

タイムスケジュール、確認事項について  

※金沢クラブのエリアミーティング案内は 

https://youtu.be/dVHF6nelNZU から 

5/15（日）：エリア 3 

エリアミーティング開催 

於：ＡＮＡクラウン 

プラザホテル金沢 

福井嶺南 

桒名 哲次 

（５名） 

COVID-19の感染者増により感染予防警報が発令されましたので、 

2月・3月の例会を中止、エリアからの連絡のみ配信 

福井 FINE 

松木海穂 

（２０名） 

2/14： 理事会（リモート） 

21：例会（リモートの参加） 

・母子寡婦協会へひとり親家庭への入学お祝い贈呈 

23： 指名委員会 ・次期役員選出 

3/5： 緊急役委員会（次期エリアミーティングホストクラブの打ち合わせ） 

8：国際女性デー：ラジオ放送に出演し、女性の地位向上・国際アピール 

21：例会 

 

 

ホッとひと息！写真コーナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

AD活動報告 

２月１日  ガバナー通信・エリア通信第１０号配信 

AD会議(LINE) 

２月５日  AM報告クラブ打ち合わせ 

２月２７日 地区理事会（ズーム） 

２月２８日 第３回 AM打ち合わせ（ズーム） 

３月１日  ガバナーの YouTube配信 

３月４･５日 AM委員長、書記と検討会 

３月６日  AM案内、プログラム配信 

３月７日  AD会議（LINE) 

３月 8 日  UNWomenズーム講演会 

3 月 9 日  東京 III 設立１５周年記念 

第６回ズーム講演会参加 

３月１９日 北九州ゾンタクラブローズデイ 

２０２２オンライン講演会参加 

３月２６日 コシノヒロコ氏打ち合わせ 

３月２７日 地区理事会・AD会議(ズーム) 

3 月２９日 UNWomen メールマガジン 

臨時号配信 

３月３０日 第４回ＡＭ打ち合わせ（ズーム） 

“さくら映えて ” 

みほミュージアムへの通路に咲く 

枝垂れ桜が夕日を受けてトンネルの

壁面がピンク色に輝くマジックアワー

の到来で、春の数日間のみ味わえる

至福の時間です 

          photo by s.okamoto 

 

 

https://youtu.be/dVHF6nelNZU

