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No.2（8,9月） 2016.10.1 

 秋の季節を誘うコスモスが、我さきにと風情を彩る頃と成りました。 

10月は周年事業やイベントに意欲的な企画を成されているクラブもございます。 

26地区の畑山アドボカシー委員長から今期目標として地区大会迄に各地の「ワンスト

ップ支援センターに実情調査」をまとめたいと報告が有りました。又 26地区岡澤奉仕

委員長からは国際奉仕委員豊田由起子様の纏められた－1923年～2014年の奉仕活動－

「国際ゾンタ奉仕プロジェクトの歴史」の確認要請を頂き、皆様にはすでに配信を致し

ましたが、今一度クラブで話し合う機会を得て頂ければと思います。 

                   エリア３エリアディレクター 澤井早和乃 

 

【エリア３ クラブ活動報告】 

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

8月      休会 

9月 1日  理事会 今後の活動について討議 

9月 15日  例会   前回以降の報告事項 

         協議事項 

         委員会報告等 

［京都Ⅰゾンタクラブ］      会長：木村純香   現会員数：16名     

8月    休会 

9月 14日 特別養護老人ホーム静原寮訪問（歌のお楽しみ会。菓子、抹茶奉仕） 

9月 15日 9月例会 於 大聖寺門跡  

      物故者慰霊祭、俳句例会（舩越和香姉 指導）を兼ねる 

［京都Ⅱゾンタクラブ］      会長：宮下英子   現会員数：42名     

8月８日 ８月納涼例会 祇園津田楼 17 :00 

村田理如氏（津田楼オーナー三年坂美術館オーナー）のお話を 

聞きました 
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9月 12日 9月例会 京都ロイヤルホテル＆スパ 13 :00 

           講演『京都 SARAの活動について』 講師 福井千津氏 

     （京都性暴力被害者ワンストップ相談センター長 

      京都府健康福祉部家庭支援課 課長） 

      ・4月チャリティー園遊会 4月 5日 知恩寺 に決定 

［福井ゾンタクラブ］       会長：前川百合子   現会員数：23名    

８月１日   新旧理事会                 グリル葵 

８月６日   第３０回ﾁｬﾘﾃｨｰﾊﾟｰﾃｨｰ第 1回実行委員会    あおい事務所 

 ８月１７日 例会・納涼会（クラブ内オークション）     来々軒 

 ８月３０日 第３０回ﾁｬﾘﾃｨｰﾊﾟｰﾃｨｰ第 2回実行委員会    ﾌｪﾆｯｸｽﾎﾃﾙ 

    々  理事会                   ハピリン４F 

 ９月２１日 例会・内部卓話（会員の坪田三和姉      ﾎﾃﾙﾌｼﾞﾀ４F 

 ９月２３日 第３０回ﾁｬﾘﾃｨｰﾊﾟｰﾃｨｰ第３回実行委員会    ハピリン４F 

 ９月２６日 理事会                   あおいオフィス 

［奈良ゾンタクラブ］       会長：畭 真夕美   現会員数：44名    

８月例会    休み 

９月例会  ９月２０日（火）１７：３０～ ホテル日航奈良 

  ＊日本・モンゴル青少年交流事業参加者帰国報告（台風の為、委員長が報告） 

  ＊新入会員入会セレモニー・・小林 美由紀  

  ＊奈良大学ＧＺからの近況報告・・（台風の為、アドバイザーが報告） 

＊エリア３ミーティング実行委員会体制について 

    （日時 ２０１７年５月１３日土曜日  場所 ホテル日航奈良） 

      委員長     大伴由美子・  プログラム企画 大西伊公子  

      会計      加納容子    書記      福田増江 

  ＊ゴールデン Zクラブ エマ・Ｌ・コンロン賞授賞について 

＊山田ゾンタハウス・サポーターズ募集について 

［京都雅ゾンタクラブ］      会長：西村寛子    現会員数：9名    

8月 22日  移動例会「納涼」18 :00～ 

場所：祇園「おか田」 

・大津 zc岡澤則子会員に参加頂き、ニース国際大会の報告を受ける。 

9月 13日  通常例会 18 :00～ 

       場所：ウェスティン都ホテル京都  

     ・横浜国際大会準備基金 送金 

［大阪Ⅱゾンタクラブ］      会長：笠置伸子    現会員数：21名    

8月例会   休み 

8月 27日  17時 30分より納涼会（参加者 8名） 
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場所リーガロイヤルホテル大阪内「なだ万」 

9月 8日  例会  卓話「これからの観光 交流企画を考える」 

和歌山大学観光学部教授 竹鼻圭子先生 

例会の時間配分および 11月移動例会について討議  

 ［和歌山ゾンタクラブ］      会長：内田宮子    現会員数：10名    

8月      休会  

・湯田会員、熊野古道の空き缶拾い 

９月 17日 例会 

・年間スケジュール（ローズディの企画案、10月例会：服部会員による 

カナダ報告、11月例会：外国人ゲストによる母国紹介）について 

［大津ゾンタクラブ］       会長：岡本曜子    現会員数：27名    

8月 19日   17 :00～ 石山新月にて 納涼会＆新入会員歓迎会 21名出席 

9月 8日   9月理事会＆例会 琵琶湖ホテル 

12 :00～理事会  13 :30～例会 出席 19名 

ロバート法での会議運営勉強会  

12月 10日チャリティークリスマス＆バザーについて 

［奈良万葉ゾンタクラブ］     会長：坂井田 都   現会員数：23名    

8月 31日 9月役員会 PM5:00～ 7名出席 

9月 8日  9月移動例会 ホテルグランヴィア広島 13名出席 

       広島平和資料館、原爆ドーム他 

       安芸コスモスゾンタクラブ様の御紹介で、ピースボランティア 

西村宏子様に御案内頂きました 

9月 28日 社会福祉法人橿原園喫茶ボランティア ２名参加 

 

［金沢ゾンタクラブ］       会長：桐畑真智子   現会員数：38名    

8月 17日 通常例会・・ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ金沢 

      役員会・・８名出席 

8月 25日 「日本女性会議 2018in金沢」第一回実行委員会及び総会 

9月 7日  10周年記念誌作成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ立ち上げ・・５名 
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理事会 

9月 14日 ﾁｬﾘﾃｨｰ Xmas ﾊﾟｰﾃｨｰ実行委員会第一回打合せ・・７名 

［福井嶺南ゾンタクラブ］     会長：松本律子    現会員数：24名    

8月 10日  敦賀まつり参加について 他クラブ事業案内 

誕生月の会員報告 その他 

9月 14日  ゾンタカフェ・敦賀まつり収支報告    

アドボカシー委員長・会員委員長・奉仕委員長選任 その他 

 

【エリア３ クラブイベント】 

【京都Ⅰゾンタクラブ】 

11月 9日（水）AM10：00～PM3：00 

 第 50回チャリティーバザー 京都ロイヤルホテル＆スパ（河原町三条上る） 

  チケット ￥5,000（お食事、お茶席、ゾンタサロン含む） 

  ★ゾンタサロン PM1；00～2：00 

  Afternoon concert 「ヴァイオリン＆ピアノ」 

    Vn.玉井洋子さん（大津 ZONTA会員）Pf.犬伏純子さん（滋賀大学教授） 

  お申込・お問合先 京都Ⅰゾンタクラブ(e-mail:d26kyoto1@zonta-26.jp)  

   ご協力のほど宜しくお願いします。当日券もございます。  

                                                                          

【京都Ⅱゾンタクラブ】 

12月 14日 12月例会 アメリア•イアーハート記念講演会  

       講師 多屋淑子氏（日本女子大学教授） 宇宙服開発に関わって 

                                                                           

【福井ゾンタクラブ】 

12月 7日 第３０回チャリティーパーティー  グランユァーズホテル ３F 

                                                                          

【奈良ゾンタクラブ】 

：赤い羽共同募金  １０月１日（土） １１：３０分～ 近鉄奈良広場  

：小さな森の音楽会 １０月６日（木） １４時１０分から 

：日本モンゴル青少年交流 ２０１６年 派遣留学生 帰国報告会 

（奈良ゾンタクラブ＆奈良市国際交流協会モンゴル部会共催） 

日時： ２０１６年 １０月９日（日）１２時～１４時半 

場所： 花小路 ２Ｆ     会費： ３０００円 

：ゴールデン Zクラブ エマ・Ｌ・コンロン賞授賞式及びお祝い 
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   日時：１１月３日（木）１４時～ 場所：奈良大学本部の中会議室 

                                                                          

【大阪Ⅱゾンタクラブ】 

10月 23日（日）奈良生駒の障がい者施設「きららの木」訪問 

                                                                          

【大津ゾンタクラブ】 

12月 10日（土）琵琶湖ホテルにて  

第 17回大津ゾンタクラブチャリティークリスマスバザー＆パーティー 

                                                                          

【奈良万葉ゾンタクラブ】 

10月 27日 奈良国立博物館「正倉院展」協賛呈茶参加 

 11月 19日 チャーター例会 於：橿原観光ホテル  

 12月 23日 チャリティーバザー 於：橿原観光ホテル カトレアの間 

                                                                           

【金沢ゾンタクラブ】 

10月 12日 ｽﾍﾟｼｬﾙｵﾘﾝﾋﾟｯｸｽ日本・石川 20周年記念事業「瑞宝太鼓」公演に参加

10月 28日 金沢市立玉川こども図書館へ絵本の寄贈  

10月 31日 石川ﾐﾘｵﾝｽﾀｰｽﾞ‥ｼｰｽﾞﾝ報告会に参加・・東急ホテル 

11月 13日 児童虐待防止ｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝに参加 

12月 1日  金沢ｿﾞﾝﾀｸﾗﾌﾞ ﾁｬﾘﾃｨｰ Xmas ﾊﾟｰﾃｨｰ開催・・ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 

 

【エリア３ クラブトピックス】 

☆大阪Ⅰゾンタクラブ☆ 

＊ 国連ウイメン日本協会からの呼びかけに応じて、 

「ブックオフオンライン宅本便寄付」 

 活動に参加、集まった会員持ち寄りの本１２箱を売却、国連に寄付予定 

＊ユニセフバザーに会員もちよりの物品を寄贈（毎年定例） 

☆京都Ⅰゾンタクラブ☆ 

9月 15日 俳句例会 作品 

      ・空蝉と 残りし 孫のズック靴  

      ・秋立つや 小鼓響く 水の面 

      ・赤とんぼ 不戦の空に 七十年 

      ・十五夜の 兎は月に 行ったきり  

      ・床もみじ 夕焼け空に 色そまる 

        ・七草は オスキナフクハ と言ひし女 
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☆京都雅ゾンタクラブ☆ 

8月 5日（金）男女共同参画事業 「京都府・京のあけぼの」会議出席 

8月 21日（日）岐阜 ZC安田多賀子姉「岐阜市民栄誉賞」受賞式典出席 

☆大阪Ⅱゾンタクラブ☆ 

奈良生駒の障がい者施設「きららの木」訪問のため、8月 28日（日）、 

9月２５日（日）にハンドベル及び銭太鼓練習（参加者 8人） 

☆金沢ゾンタクラブ☆ 

8/31  北尾会員‥長男誕生  

9/7   坂矢会員‥いしかわ広告景観賞受賞 

9/20  渡部会員‥石川県ﾌﾟﾛ野球ﾁｰﾑ「石川ﾐﾘｵﾝｽﾀｰｽﾞ」地区優勝 

☆福井嶺南ゾンタクラブ☆ 

7月 23日～10月までの土・日、休校となっている市立西浦小・中学校を利用し、

地域活性化・観光客誘致を目的とした｢ゾンタカフェ｣を始めました。学校のラン

チルームからは｢敦賀のハワイ｣と言われる水島が一望でき絶景地です。給食スタ

イルで食事を提供しています。 

9月 2日・4日は敦賀まつりにも出店し、暑い中無事に終えることが出来ました。 

 

【エリア３ クラブ会員状況】 

 

 

 

奈良ゾンタクラブ 

新入会員（1名）：小林美由紀（エステサロン経営） 

 

福井嶺南ゾンタクラブ 

新入会員（2名）：松居康夫(「フラワーショップ」代表) 

湊谷昭彦(「株 日光トラックス」代表) 


