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２０２０年～２０２２年会員状況 

エリア 3会員状況（５月３１日現在）  会員数 ２６２名  増減 （‐１５名） 

新入会員    岡本 節子（おかもと せつこ） 和歌山Ｚ.Ｃ （4/17） 

移籍会員    松本 律子（まつもと りつこ） 福井嶺南 ⇒ 福井へ  

退会会員    西村 時枝（にしむら ときえ） 京都ⅠＺ.Ｃ（5/31）       甲 清光（きのえ きよみつ） 福井Ｚ.Ｃ(5/31) 

尾崎 佐智子（おざき さちこ） 京都ⅠＺ.Ｃ（5/31）     小坂 憲一（こさか けんいち） 福井Ｚ.Ｃ（5/31） 

重光 静子（しげみつ しずこ） 和歌山 Z.C（5/31）     田村 康夫（たむら やすお） 福井Ｚ.Ｃ（5/31） 

佐野 由紀子（さの ゆきこ） 大阪ⅡＺ.Ｃ（5/31)       福嶋 輝彦（ふくしまてるひこ） 福井Ｚ.Ｃ(5/31) 

           山本 浩美（やまもと ひろみ） 福井Ｚ.Ｃ(5/31)       佐藤 美智子（さとう みちこ）大津Ｚ.Ｃ(5/31) 

井村 昌代（いむら まさよ） 大津Ｚ.Ｃ（5/31）        山崎 清美（やまさき きよみ）大津Ｚ.Ｃ(5/31) 

福井嶺南Ｚ.Ｃ解散につき 4名退会 
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 ご あ い さ つ  

いよいよエリア通信も第１２号、最終号となりました。２０２０年８月の第１号から始まり、 

コロナ禍で活動に制約ある中、各クラブの様々な運営、活動の報告を受け、時には、テーマを設け

意見を集約し掲載等、多くの情報をクラブで活用いただけるようにと心がけてきました。 

エリア３の貴重な２年間の記録には、エネルギーが詰まっています。常に前向きなエリア３の皆さ

まの姿勢が感じられる通信だったと思います。 

又、この時期だからこそ、全クラブを訪問したいという私の希望は、２回のオンラインでの訪問

を含め、何度も日程変更をしながらも叶えることができました。嬉しい事でした。 

コロナ対策を万全にして、５月１５日に金沢ゾンタクラブをホストに第１４回エリアミーティン

グ、６月１２日に大津での第１６回地区大会パート２と、対面での開催が可能となり、久しぶりに

多くのゾンシャンが集結し、私たちゾンシャンにとり、明日につながるパワーが 

倍増する機会となりました。 学びに加え、仲間である事の大切さ、嬉しさ、 

力強さを実感された事と思います 

エリアディレクターとしての貴重な経験の２年間を無事に終え、 

次期エリアディレクター西村寛子様に引継ぎできます事、 

エリア３の全ての皆様に心より感謝申し上げます。 

Ａｒｅａ3 エ リ ア 通 信  第１２号 

2022年 7月 5日 

◆ イベント案内 ◆ 

１・金沢Ｚ.Ｃ ：８月１７日（水） 夜会例会 

２・大阪ⅠＺ.Ｃ ：１０月１３日（木）舞の海秀平氏講演会「可能性への挑戦」 

３・京都ⅠＺ.Ｃ ：１０月１８日（水）13：00～ チャーター記念例会 

          仮題「こども食堂・セカンド・テーブルにかかわって」講師：楠りつこ氏 

４・奈良Ｚ.Ｃ ：１１月２２日Ｚ.Ｃ（火） チャリティー講演会  講師：里中満智子氏 

５・大津Ｚ.Ｃ ：１２月１１日（日） 大津ゾンタクリスマスチャリティーバザー＆パーティー 
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おおつ活動報告＆クラブトピックス 

クラブ名 

会長名 

会員数 

活動報告（２０２２．４月～６月末） 

理事会・例会・他 

大 阪Ⅰ 

上田 恵子 

（１７名） 

4/2： 東京ＧＲＡＣＥゾンタクラブ認証状伝達式参加（行岡会員・上田会員） 

4/7： 理事会  21： 例会 ＊ＮＰＯ法人性暴力救援センターＳＡＣＨＩＣＯ様より 

ヒトデプロジェクト第 3弾の感謝状授受 

5/12： 理事会  15： 例会・金沢でのエリアミーティングを例会とした 

＊・新入会員中島清治氏が紹介された 

6/2：理事会 

 16：例会・大阪Ⅰゾンタクラブ会報７４号配布 ＊・会長交代式（ガベル引継ぎ） 

①審議事項 ２０２１年度会計報告・会計監査報告…承認  ＊２０２２年度会計予算・・・承認 

        内規の変更・・・承認 

②報告事項・5/15日開催のエリアミーティング報告 

③地区大会にてアワード 【会員リクルート賞】 受賞報告 

 ＊いつまでもゾンシャン賞  上田恵子会員 50年以上在籍 

＊ますますゾンシャン賞   六島雅子会員 40年以上在籍  

〃            永井隆子会員 30年以上在籍 

   ＊委員会決定報告  企画委員会より 2022年度年間計画 

   ＊国際大会（ドイツ ハンブルグ）6月 23日～29日）デリゲートとして上田前会長出席 

京 都Ⅰ 

宇治田恵子 

（９名） 

‐２ 

4/19：4月例会 塔南高校新旧校長来訪・奨学生からの礼状披露 

5/11：5月例会 ＊バザー前日準備など 

5/12：第 55回チャリティーバザー ＊於：正定院 参加者 99名・会員 8名 

    バザー・ゾンタサロン（落語・桂塩鯛）・持ち帰り弁当・お茶席等 

6/11：地区大会Ｐａｒｔ２に 2名参加 ＊国際ゾンタ 26地区 地区アワード賞受賞 

  20：6月例会 ＊定期総会 ＊入会式、新旧会長引継ぎ ＊ゲスト西村寛子姉 

京都Ⅱ 

隅田友子 

（４０名） 

4/2：東京ＧＲＡＣＥゾンタクラブの認証状伝達式に 2名参加 

12：例会 ＊入会希望者の手続きを進める 

・園遊会チャリティーボックスの寄付先はウクライナに 

・2022年度奨学生決定 この 3件の審議➡承認 

・チャリティー園遊会の準備 

  13：チャリティー園遊会 460名来場 

27： 理事会 ・入会希望者諾否の報告・園遊会会計中間報告 

5/9：例会・園遊会の反省点や感想について＊入会希望の谷内真佐美様を 

6月例会にご招待 ・国際大会のプロキシーは岡澤ガバナーに全権委任⇒承認 

12：京都Ⅰゾンタクラブ第 55回チャリティーバザーに多数出席 

15：エリア 3第 14回アリアミーティングに 12名出席 

21：理事会・新旧理事及び各委員会引継ぎ ＊2022年 6月～2023年 5月委員会構成案について 

22：エリア４第 14回エリアミーティング 1名参加 

30：園遊会での募金総額を京都市に、ウクライナの女性と子ども支援のために届ける 

6/10：第 16回地区大会Ｐａｒｔ２前夜祭４名出席 

11：第 16回地区大会Ｐａｒｔ２会議・フィナーレパーティー10名参加 

福 井 

後藤 俊子 

（１５名） 

‐４ 

4/13：理事会     4/20：例会 

5/15：エリア 3エリアミーティング参加 ＷＥＢ講演会ＤＶＤ（性の多様性について知ろう）販売 

 18：例会 ＊今年度の各委員会活動について新委員長より報告 ＊会長交代式（花束贈呈） 

6/11：地区大会Ｐａｒｔ２に参加 

  15：例会 ＊移籍会員松本律子姉の紹介 ＊活動報告 
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奈良 

奥田美智子 

（４０名）  

4/5： 移動例会 於：ＡＮＤＯ ＨＯＴＥＬ  *西川ひろこＡＤクラブ訪問  *次年度各委員会顔合わせ 

8： 臨時理事会「会則一部改正」の件 

19： ＺＯＯＭ臨時総会 「第６条第１項会計年度」を改正の件 ⇒ 承認 

 22： 総会準備 2021年度委員会報告     28：2022年度委員会活動計画案・予算組等 

5/9： 2022年度新理事会・2021年度理事会（ＺＯＯＭ） 

    ＊国際大会プロキシーの件 ＊ウクライナ寄付について ＊地区アワード 他 

15： エリア 3エリアミーティングに 16名参加（金沢） 

 20： 理事会  ＊国際大会プロキシーの件 他 

24： 2021年度総会（ハイブリット） 

6/7： 新理事会   10～12： 地区大会 14名参加 

 21： 直前理事会 ＊財務委員会よりの提案事項 

    例会 ＊春日大社若宮御造替奉讃金贈呈 ＊新旧会長交代式 ＊地区大会報告 ＊委員会報告他 

大 阪Ⅱ 

幡山 玲子 

（２１名） 

－１ 

4/21： ZOOM役員会  24： 移動例会 ＊ミホミュージアムと信楽宗陶苑訪問 

5/ 5 ：ZOOM役員会 

12： 対面例会 ＊奉仕関係報告 ＊22日イベント状況報告 ＊次期役員選出 

15： エリア 3エリアミーティング 3名参加（金沢） 

22： イベント開催 「持続可能社会のために何が出来るか」  

～科学者と消費者の見地から～           対面参加 16名 

   講師：神戸大学名誉教授 大野隆氏     オンライン参加 16名 

・認定ＮＰＯ法人環境市民副代表理事 下村委津子氏 

6/11： 地区大会Ｐａｒｔ２に４名参加 

和歌山 

山下 慶子 

（１４名） 

±０ 

4/2： 東京ＧＲＡＣＥゾンタクラブ認証状伝達式に参加 

17： 理事会・例会 ＊次年度役員体制の協議 ＊ゲスト 1名をお迎え 

5/15： 例会・エリア 3第 14回エリアミーティング 8名参加 

22： エリア４第１４回エリアミーティングに 3名参加 

6/11： 地区大会Ｐａｒｔ２に４名参加 

 17： 理事会・例会・総会 ＊会長交代式  ＊新会員入会式 

大 津 

辻野 紀子 

（３９名） 

－３ 

4/7： 理事会 ・14：例会・クリスマスイベント(12/11)特任委員会設置を承認 ＊例会後ヒトデプロジェクト作業 

5/6： 理事会 ＊新旧役員顔合わせ ＊役員理事の引継ぎはマニュアル書面にて 

15： エリア 3エリアミーティングｉｎ金沢 大津より前泊・当日参加者計 26名 

19： 年度末総会 ＊西川ＡＤクラブ訪問 

6/1： 新年度理事会 ＊地区大会事前打ち合わせ 

  9： 新年度会長/役員理事 年次総会 ＊地区大会直前最終打ち合わせ 

10～11： 第 16回地区大会Ｐａｒｔ２  ゾンタを明日につなぐ 

（ウクライナのクラブに心を寄せて） 

      ホストクラブとして担当 

奈良万葉 

西井教代 

（１７名） 

4/2： 移動例会 

12： 社会福祉法人飛鳥学院へヒトデプロジェクト第 3弾寄贈 4名 

13： 京都Ⅱゾンタクラブ園遊会 4名参加 

5/13： 理事会 

14・15： エリア 3エリアミーティング 4名参加 

22： エリア４エリアミーティング 1名参加 

＊大阪Ⅱゾンタクラブイベントにオンライン 1名参加 

28： 例会・2021年度総会 

 29： エリア２エリアミーティング 1名参加 
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金 沢 

鍬田 葵洸絵 

（３０名） 

4/20： 例会 ＊金沢エリアミーティングについて 

5/15： 第１４回エリア３エリアミーティングをホストクラブとして開催  

於：ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢  参加数１４８名（内会員２２名） 

22： エリア４第 14回エリアミーティングに 2名参加 

25： 役員会 ＊総会について 

6/1： 理事役員会 ＊総会承認等について 

11： 地区大会Ｐａｒｔ２に 4名参加  

15： 2022年度総会 

福井 FINE 

松木海穂 

（２０名） 

4/2： 東京ＧＲＡＣＥゾンタクラブ認証状伝達式に参加 

6： 2023エリアミーティングホストクラブの準備委員会 

11： 理事会 18： 例会 

5/7： エリアⅠエリアミーティング（函館）参加 

 15： エリア 3エリアミーティング（金沢）参加 

 16： 例会 

 29： エリア２エリアミーティング（三重）参加 

30： 国際登録・国際寄付金完了 

6/6：役委員会 8：女性財団へ打ち合わせ（女児・女性への暴力防止 

 11：26地区第 16回地区大会Ｐａｒｔ２に（大津）5名参加 

 13：拝賀総会・例会   21：臨時役委員会 

 

ホッとひと息！写真コーナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

AD 活動報告 

 

４月１日  ガバナー通信・エリア通信第１１号配信 

４月２日  東京ＧＲＡＣＥゾンタクラブ認証状 

伝達式に参加 

４月４日  金沢Ｚ.Ｃとエリアミーティング実行委員

会（ズーム） 

４月１０日 エリアミーティング講師打ち合わせ 

４月１３日 京都ⅡＺ.Ｃチャリティー園遊会参加 

４月１７日 地区理事会 

４月２０日 金沢Ｚ.Ｃとエリアミーティング打ち 

合わせ（金沢） 

５月２日  エリアミーティングリハーサル 

５月７～８日 エリアⅠエリアミーティング参加 

（函館） 

５月１２日 京都ⅠＺ.Ｃチャリティーイベント参加 

５月１４～１５日 エリア３エリアミーティング 

            （金沢） 

５月１９日 大津Ｚ.Ｃクラブ訪問（大津） 

５月２２日 エリア４エリアミーティング参加（神戸）

５月２９日 エリア２エリアミーティング参加 

（四日市） 

６月１０～１２日 第 回２６地区大会Ｐａｒｔ２に参加

（大津） 

“涼を求めて ” 

青紅葉の下、白い雲が映る水面を

カンバスに赤の絵筆を持った緋鯉

たちのマスゲームが始まり、涼を呼

ぶ一瞬です‼ 

          photo by s.okamoto 

 

 

2020年 8月の第 1号から西川ＡＤのご要望で、四季

折々の写真を通じてほっこり感を体感して頂けた

らとの思いで掲載させていただきました。 安らぎ

の時間を共有出来ました喜びと感謝で一杯です。 

ご覧いただき有難うございました。  岡本佐知子 


