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No.1（6,7月） 2016.8.1 

ニース国際大会を終え、2016年度がスタート致しました。 

真鍋洋子ガバナーを主軸にチームの一員として全力を投入して参ります。 

2018年に開催の横浜国際大会を控えた本年度の活動は 26地区全ゾンシャンのご協力を

最大に頂く事と成ります。この事は国際方針を土台に各クラブの個性を更に活かした躍

進とゾンシャン相互の絆を繋ぎ、情報交流を基盤に友愛と寛容を再確認するときでもあ

ります。エリアディレクターのお役目として皆様方に本部方針を伝達すると共にクラブ

の意向を地区本部に提言出来ますよう、2年間の任期を努めさせて頂きます。力強い皆

様のご支援とご協力をお願い致しましてご挨拶といたします。 

エリア３ディレクター  澤井早和乃 

 
【エリア３ エリア活動報告】 

 
 ［大阪Ⅰゾンタクラブ］       会長：行岡陽子  現会員数：２４名 

６ 月１６日 ・新入会者２名 承認  入会セレモニー 

・２６地区エリア３エリアミーティング出席報告 

・他クラブイベント出席報告及び案内 会報等回覧 

・委員会報告（企画・親睦及び国際・国連） 

          国際・国連委員会提案（本・CD・ゲームソフトを集め 売却し得た金額

を国際に寄付）：承認 

７月２１日  ・第６３回国際ゾンタ国際大会（ニース）出席報告 

     ・他クラブイベント出席報告・案内 会報等回覧 

・２０１５年度会計報告・監査報告 

・委員会報告   企画・親睦：イベントの件 承認 国際・国連 

［京都Ⅰゾンタクラブ］        会長：木村純香  現会員数：１６名 

6 月 14日  定期総会 

 7月 19 日  例会 

講演会「大豆から見出された新しい健康成分エクオールと女性の健康」講

師 守川 亮氏（大塚製薬株式会社京都支店）ゲスト 13 名 

［京都Ⅱゾンタクラブ］        会長：宮下英子  現会員数：４２名 

  7月 11 日  7月例会 京都ロイヤルホテル＆スパ 13 :00～ 

              内田雅子会員による講演『子供子育て支援新制度について』 
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       第 63回ニース国際大会報告 出席してくださった今村喜久子会員より大会 

              の様子の報告が有りました。横浜大会へのパホーマンスも良かったとの事 

              横浜国際大会開催準備基金について京都Ⅱｸﾗﾌﾞとして\200,000を寄付する。 

［福井ゾンタクラブ］       会長：前川百合子  現会員数：２３名 

６月１５日     例会 

７月２０日     例会 

［奈良ゾンタクラブ］       会長：畭 真夕美  現会員数：４４名 

６月２１日 ・会長交代式 

              ・ゴールデン Zクラブ役員＆新入生紹介 

・世界大会バイローズ改正案について 

・モンゴルスタデイーツアー参加者紹介 

 ７月１９日   ７月１部例会 

・前年度皆勤賞授与 

・世界大会参加者報告・スライド 

             講師例会・・・エマ・Ｌ・コンロン賞受賞にあたって 

            講師―島本太香子姉（奈良 ZC ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ Z ｸﾗﾌﾞｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

                         奈良大学教養部教授・産婦人科医） 

             ２部例会 

・新会員・オリエンテーション＆歓迎会 

［京都雅ゾンタクラブ］      会長：西村寛子  現会員数：９名 

  ６月２１日 ・第 8回エリアミーティングの議事及び会計報告のすり合わせ作業 

                国際大会議案、選挙について確認 

 ７月１２日 ・事業計画/会計と奉仕先について確認 

［大阪Ⅱンタクラブ］       会長：笠置伸子  現会員２１名 

６月９日  ・６月例会（出席１６名）新入会員紹介、エリアミーティング報告 

５/２２チャリティーイベント報告、２０１５年決算報告 

２０１６年予算案、２０１６年度年間計画討議 

７月１４日 ・７月例会（出席１５名）、国際大会（ニース）報告 

８月納涼会、９月卓話について、１１月移動例会について 

２０１８年エリアミーティングについて 

［和歌山ゾンタクラブ］      会長：内田宮子  現会員数：１０名 

6 月 18日 クラブ例会報告 於 英国屋（難波本店） 

・総会 新旧会長交代 会計報告 年間スケジュール 

・国際大会出席について 

・J.M.クローズマン奨学金に湯淺者沙吉子さんを推薦 

7 月 23日 クラブ例会報告 於 英国屋（難波本店） 

・年間スケジュール（勉強会、ローズデー）について 

・アドボカシ―について 

・ニース国際大会の報告（参加した羽藤前会長より） 

◇7/3 和泉国際交流パーティー(ICIX)に会員 3名参加 

［大津ゾンタクラブ］       会長：岡本曜子  現会員数：２７名 

6 月 9 日  6月例会 琵琶湖ホテル １７：００～ 出席 20名 
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定期総会 前会長お疲れ様会＆新会長頑張れ会 

7 月 14日  7 月例会 琵琶湖ホテル １３：３０～ 出席 18名 

勝部新入会員挨拶  岡澤会員による国際大会出席の報告と 

2016-2018国際ゾンタ活動目標等の説明 

［奈良万葉ゾンタクラブ］     会長：坂井田 都  現会員数：２３名 

6 月 13日  役員会 11 :00～ 鉄板なか乃 9名出席 

6 月 18日  例会  12 :00～  橿原観光ホテル 15 名出席 

6 月 29日  社会福祉法人橿原園喫茶ボランティア 2 名参加 

7 月 16日  役員会 11：00～ 橿原観光ホテル 10名出席 

     例会  12：00～ 橿原観光ホテル 15名出席 

  7月 27 日  社会福祉法人橿原園喫茶ボランティア 2名参加 

  奈良新聞社、奈良日日新聞社表敬訪問 4 名 

 

［金沢ゾンタクラブ］      会長：桐畑真智子  現会員数：３７名 

(１)クラブ活動報告（６月・７月） 

6 月 8 日   理事・役員会 ＠アプサライ 参加者：15 名 

6月 15日  2016年度総会・講演会・懇親会 ＠ANAクラウンプラザホテル金沢 

       ３階瑞雲の間 参加者：会員 31名＋講師１名 

6 月 24日  役員会（新役員） ＠ユーアート 参加者：９名 

7 月 1 日～  国際大会出席 ＠フランス、ニース 参加者：５名 

7 月 20日   夜会例会 ＠ANAクラウンプラザホテル金沢 ４階ビアテラス 

           参加者：会員 21＋オブザーバー１名＝22 名 

 (2)記念行事、イベント等の経過報告 

6 月 15日  2016年度総会・講演会・懇親会＠ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 3 階瑞雲の間 

       16：00～総会 17：00～講演会 

       （講師：石川ミリオンスターズ監督 渡辺正人氏） 

              18：00～懇親会 

         

［福井嶺南ゾンタクラブ］      会長：松本律子  現会員数：２２名 

7 月 24日は福井嶺南ゾンタクラブが発足一周年を迎えます。 

 何も分からないままのスタートでしたが会員、力を合わせて頑張って参ります。 
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【エリア３ クラブイベント】 
 

 

☆京都ⅠZC☆  9月 15日  物故者慰霊祭と俳句例会 大聖寺様にて 

         10月 18日  10月例会 バザー準備、試食など 

         11月 8日  11月例会 バザー前日準備 

         11月 9日  第 50回記念バザー 於 京都ロイヤルホテル&スパ   

 

 ☆京都ⅡZC☆  9月 12日  9月例会 京都ロイヤルホテル＆スパ 13 :00〜 

          京都府健康福祉部家庭課 課長 福井千津氏 講演 

          『京都 SARA活動について』(仮題)                    

          SARA(ワンストップ相談支援)                                 

 

☆大津 ZC☆  8月 19 日  納涼会＆新入会員歓迎会 17 :00～ 

石山新月 大津市石山寺 1丁目 3番 3号（０７７－５３７－１４３６） 

会費 ゲスト 12,000円 

       出席ご希望の場合は 8月７日までに 会長 岡本曜子迄連絡お願いします。 

                                       

 

☆奈良万葉 ZC☆ 9 月 8日  移動例会で広島を訪問 （原爆ドーム、原爆資料館他） 

            10月 8 日  橿原夢の森フェスティバルに参加                      

 

☆金沢 ZC☆   12月 7日  同会クリスマスチャリティーパーティー  

                ＠ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢 

 

                 

 

【エリア３ クラブトピックス】 

 

 

☆福井 ZC☆     ６月 17日～20日   台湾新竹クラブ(姉妹クラブ）台南ﾁｬｰﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ訪問 

                                    福井ゾンタクラブより６名 

       ６月２１日     社法済生会病院内ワンストップ救済センター 

                                    「ふくいひなぎく」訪問 

        ６月３０日  国際ゾンタ・ニース国際大会参加 福井 ZCより３名出席    

               ７月１４日  第２５回福井ゾンタクラブ講演会 

                    ＊一人で悩んでいませんか？・被害を受けていませんか？ 

                  講師 細川久美子氏（性暴力救済センター長） 

                       ＊笑いヨガで体のﾏｯｻｰｼﾞ 講師 齊藤穂積氏(笑いヨガ師)                                          

 

☆奈良 ZC☆   モンゴル交流プロジェクト/スタディーツアー実施 

             (大学生 2名  高校生 3名 参加)    
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【エリア３ 会員状況】 

 

大阪ⅠZC 

 新入会員（2名）：田中 恵、田村 和子 

 

京都ⅠZC 

 退会会員（1名）：西村 早苗 

 

奈良 ZC 

 新入会員（3名）：湯川 隆子(大学教員)、藤田 幸代(奈良市議会議員)、 

塩見 政子(生駒市議会議員) 

 

京都雅 ZC 

 新入会員（1名）：江田 洋子 

 退会会員（1名）：藤田 和子 

 

大阪ⅡZC 

 新入会員（１名）：中田 智恵海 

 

大津 ZC 

 新入会員（1名）：勝部 美香(営業コンサルタント代表) 

 

金沢 ZC 

 新入会員（3名）：若松 典子(若松工業(株)代表取締役)、 

山内 国博(山内国博税理士事務所所長) 

                  渡辺 正人((株)石川ミリオンスターズ監督) 
 

  
 


