
 

ごあいさつ 

早くも師走、気ぜわしい時節となりましたが皆様お変わりありませんか？エリア 3 各クラブに 

於かれましては 10・11 月とそれぞれに活発に活動をされていたご様子で嬉しく思っております。 

コロナ蔓延の影響で開催が先送りとなっていたイベントの開催や、新たな環境下での工夫を凝らし

た活動再開など、ゾンタ活動にも徐々に活気が戻りつつあるようです。こうした流れの中でクラブ間の

交流も増えて来ている様子がご報告から感じられます。互いのこれまでの活動をシェアーすることで

新たな取り組みが生まれたり、新しい友情が芽生えたり。ゾンタライフを満喫して更なる活動につなが

ることを願います。 

 今期のヒトデプロジェクトも始動しました。たくさんの笑顔に出会えますように！ 

また 11 月 25 日から 12 月 10 日までの「ZONTA Says NO!」キャンペーン期間に、際立った活動を

されたクラブも多く、ゾンタ活動の大きな広報に繋げてくださいました。たくさんの方々にゾンタにつ

いて知っていただき、共に活動してくださる仲間がふえることを願っています。 

（福井新聞にゾンタの活動が取り上げられました。） 

 

 

*国際目標 

女性と少女のためのより良い世界を築く！ 

＊２０２２－２０２４期 国際目標 

１．ジェンダー平等のために立ち向かう 

2．地球市民を代表する 

３．未来のリーダ－を育てる 

４．自分自身を称える 

５．ゾンタを未来につなげる 

 

＊26 地区スローガン 

（W・A・V・E を意識して活動していこうというもの） 

WAVE を起こそう！ 

Women  ＆ Girls！ 

Advocacy ＆ Service！     

Violence?  NO‼ 

Empowerment！ 
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エリア 3AD 活動記録 

・10 月 1 日 

エリア通信 2 号発行・配信 

・10 月 6 日 

第 5 回地区理事会   zoom 

・10 月 13 日 

大阪 I ZC    講演会参加 

・10 月 18 日 

京都 I ZC    クラブ訪問・記念講演会参加 

・11 月 4 日 

第 6 回地区役員会   zoom 

・11 月 20 日 

奈良万葉 ZC  クラブ訪問・記念講演会参加 

・11 月 22 日 

奈良 ZC     講演会参加 

・11 月 26 日 

福井 FINE ZC  キャンペーン点灯式出席 

 



各クラブ 活動報告と＊1２月以降の活動予定 (１２月 1 日現在 エリア 3 在籍者数 2６６名) 

 

大阪 I ZC：  2１名 

10 月 13 日(木) 於：ホテルニューオータニ大阪  

             「舞の海秀平氏講演会」開催 

  11 月 17 日(木) 移動例会 堀江オルゴール博物館見学 

  ＊1 月 19 日(木) 大阪 I・II ZC 新年合同例会 

 

京都 I ZC：  1０名 

  10 月 18 日(火) 於：ANA クラウンプラザホテル京都 

             チャーター記念講演会開催 「子ども食堂 セカンドテーブルにかかわって」 

(講師：社会福祉法人 白百合会理事長 楠りつこ氏) 

                 AD クラブ訪問例会とし、 他クラブより 24 名のゲストを迎えて開催 

＊1 月 18 日(水) 京都 II ZC・大津 ZC との 3 クラブ合同新年例会 

 

京都 II ZC：  41 名   

  10 月例会：京都 IIZC 奨学生雨宮美夏氏によるノッティンガム大学留学報告会 

  11 月移動例会：高尾山神護寺（会員谷内真佐美姉夫君ご住職）拝観と紅葉狩り 

＊12 月 12 日(火) アメリア・イアハート記念講演会開催「なぜ蝶はひらひらと飛ぶのか」 

（講師：京都大学大学院工学研究科 航空宇宙工学専攻 藤井成美氏） 

＊1 月 18 日(水) 京都 I ZC・大津 ZC との 3 クラブ合同新年例会 

 

福井 ZC：   12 名 

会員向け福井の名産食品の販売を実施。 

  11 月 26 日(土) 福井 FINE ZC 「ZONTA Says NO!」キャンペーン講演会 

講師として細川会長招かれる。 

   11 月 28 日(月) 福井県へのウクライナ避難民へ図書カード贈呈式 

 

奈良 ZC：   3８名（休会７名を含む） 

  11 月 22 日(火) 於：奈良公園バスターミナル・レクチャーホール 

          「里中満智子氏チャリティー講演会～古代ロマン『天上の虹』」 

 ＊12 月 24 日(土) クリスマスランチ例会 

 ＊ 1 月 17 日(火) アメリアイアハート講演会                

（講師：奈良市初女性副市長 鈴木千恵美氏） 

 

大阪 II ZC：  21 名 

  11 月 13 日(日) 移動例会：神戸市立小磯記念美術館訪問 

 ＊1 月 19 日(木) 大阪 I ZC との合同例会兼新年会 

 



和歌山 ZC：   14 名 

  11 月 20 日：日本の女性・世界の女性シリーズとして 

            岡本会員より革命後のキューバの政治体制や暮らしについて自身の経験を基に話してもらった。 

            大平会長のからは国際学会の報告を聞いた。 

 ＊年末年始の贈答品として地元梅干しの販売を企画・実施中 

 

大津 ZC：    ４１名   （退会者 1 名 新入会員 3 名） 

  11 月に入り 3 名の新入会員を迎えることができた。クラブとして大きな喜び！ 

11 月 16 日(水) 淡路島バスツアー開催 会員相互の親睦を深める旅 

 ＊12 月 11 日(日) 於：琵琶湖ホテル    第 22 回 大津ゾンタチャリティークリスマス＆バザー開催 

 ＊ 1 月 18 日(水) 京都 I・II ZC との 3 クラブ合同新年会 

 

奈良万葉 ZC： 15 名 

   10 月 16 日（日）橿原市「夢の森フェスティバル」フリーマーケット出店 

                「ZONTA Says NO!」啓発活動ブース併設 

    11 月 12 日 (土) 橿原市「サラダ館」フリーマーケット出店 

   11 月 20 日 (日) 於：橿原観光ホテル「THE KASHIHARA」 

チャーター記念例会・講演会「児童養護施設の現場で子育てについて考えていること」 

 (講師：社会福祉法人 飛鳥学院 院長 河村善一氏) 

                AD クラブ訪問例会とし、飛鳥学院へ寄付金の贈呈式を行った。 

   11 月 30 日 (水) 橿原市「かしの木園」へ遊具寄付贈呈式 

 於：橿原市長室 

  ＊12 月 10 日 (土) 於：THE KASHIHARA 

                     クリスマスチャリティーバザー開催 

 

金沢 ZC：    3１名  

10 月 19 日(水) 福井 FINE ZC との交流                

有意義な情報交換の場となった。 

 

  

 

10 月 28 日 (金) 「ねんねの本事業」 

 金沢市玉川こども図書館へ世界の絵本寄付 

11 月 17 日 (木) 「キラキラすまいる事業」  

石川県社会福祉協議会 養護施設へ歯ブラシ寄贈 

  11 月 26 日 (土) 「ZONTA Says NO!」 キャンペーン事業 

                金沢駅 鼓門 オレンジ色にライトアップ 金沢駅前にて PR 活動 

(福井 FINE ZC 福井駅西広場恐竜ライトアップと同日合同ライトアップ！) 



  ＊12 月 9 日(金) 群馬 ZC＆金沢 ZC クリスマス合同ホームパーティー開催 

  ＊ 1 月吉日    拝賀例会  

 

福井 FINE ZC： 2２名 

  10 月 19 日 (水) 金沢 ZC との合同交流例会 

前回と次回のエリアミーティングホストクラブとしての有意義な情報交換ができた。 

11 月 20 日 (日) 於：福井パレスホテル 

AUTUMN チャリティーコンサート 開催 

           啓新高等学校 GZ クラブとアーティスト香奈さんによるコンサートで他クラブからの 

ゾンシャン 20 名を含む 200 名を超える方々の参加をいただき盛況のうちに開催できた。 

  「ZONTA Says NO!」キャンペーンを他の関係機関との連携のもと強力に展開 

  ＃西武福井店キャンペイン懸垂幕掲示並びに啓発パネル展示 

共催：公益財団法人ふくい女性財団 協力：西武福井店 

  ＃福井県下ゲンキー各店にて啓発チラシ掲示 

               協力：ゲンキードラッグストア株式会社 

 

  11 月 26 日 (土) 於：国際交流会館 特別会議室 キャンペイン講演会開催 

              「身近に潜む性暴力～被害者を理解し支援する～」 

              (講師：性暴力救済センター・ふくいひなぎくセンター長  

                  福井県済生会病院女性診療センター産婦人科部長 細川久美子姉(福井 ZC 会長)) 

  11 月 26 日 (土) 福井駅西広場 恐竜ライトアップ点灯式(金沢 ZC と同日合同ライトアップ！) 

               公益財団法人ふくい女性財団田村理事・国際ゾンタ 26 地区エリア３西村 AD 出席 

 後援：福井県・福井市 

   

 金沢 ZC からは点灯式パネルの提供

があり、福井 FINE からはオレンジ色の

マスクを提供して、同日点灯式の実施

を行い「Zonta Says NO!」の啓発

事業とした。 

 

点灯式の模様は地元新聞2社にも取り上げられた。 日刊県民福井新聞 

 

AD クラブ訪問報告 

10・11 月には京都 I ZC と奈良万葉 ZC の 2 クラブを訪問した。 

両クラブとも会員数は 20 名以下ではあるが、それぞれのメンバーがきちんと

割り当てられた役割をこなし、しっかり活動されていて素晴らしいと感じた。 

「出来ることを精一杯」の精神で活発に活動されていることに感謝！ 

 エリア３新入会員(10～11 月)  

・大津 ZC 中島誉子様・平井晴美様・岩崎綾子様 

新しいメンバーを迎えて共に楽しく活動に励みましょう！ 

 


