
 

No.７（2017年 6月・7月） 2017.8.1 
 日本列島は酷暑の時候を迎えておりますが、北へ南へと水害被害に遭われた方々への 1日
も早い復興を願いまして心からお見舞い申し上げます。月日は早く過ぎゆき１期 2年の半分
を 26地区ゾンシャンの皆様と共に走り抜けて参りました。第１4回地区大会を 10月に迎え
るにあたり、尚一層のご協力を頂きながら邁進致したいと存じます。どうぞ変わらぬご支援
をお願い致しまして、多くの皆様との再会交流を楽しみに致しております。 
                        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      
６/1  ６月新旧合同理事会《引継ぎ》 リーガロイヤルホテル 皇家龍鳳 
６/15 ６月例会 :出席１５名 欠席８名 ゲスト :石川様《東京Ⅱ》見学者 :１名 

    新任役員：通信書記 :上田恵子 会計：田中恵美 会計監査 :早川住江 
    他クラブ関係:出席報告・案内・会報 
    地区大会案内･審議 上田恵子：次期エリア３エリアデイレクター立候補承認 
    前年度皆勤賞 ７名 会員３分スピーチ《最近嬉しかったこと》 
７/13 7月理事会 
７/20 7月例会 :出席１７名 欠席７名   エリア３AD澤井様 クラブ訪問 

    新入会 :高木ひろ子さん承認 入会セレモニー 
    報告事項《他クラブ関係・地区大会・横浜国際大会等》 
    審議事項《前年度会計･今年度予算》  各委員会報告･審議 
    AD 講評 

［京都Ⅰゾンタクラブ］    会長：木村純香   現会員数：15名     
6月 14日（水）静原寮奉仕 出席 6名 カラオケ、水無月、抹茶、 
6月 20日（火）6月例会 総会 出席 12名 
7月 13日（木）第三回輝く女性応援会議 出席 木村会長  
7月 18日（火）7月例会 出席 9名 

［京都Ⅱゾンタクラブ］    会長：宮下英子   現会員数：42名     
6月 14日(水) 6月例会• 年次総会 京都ロイヤルホテル＆スパ 13 :00 

         性犯罪防止施策推進の為の寄付金授与 京都府健康福祉部 
         奨学金授与 杉山由里子氏（京都大学大学院アフリカ地域研究科） 
6月 18日(日) 山形ゾンタクラブ 10周年記念式典• 祝賀会 ４名出席 
6月 27日(火) 6月理事会 
7月 10日(水) 7月例会 京都ロイヤルホテル＆スパ 13 :00〜 

         お話 『人 KENまもる君とあゆみちゃん』早川久仁子会員 
7月 25日(火) 7月理事会 

      
 

［福井ゾンタクラブ］     会長：前川百合子   現会員数：23名     
6月 5日 臨時理事会 （男性会員入会のため規約改正について）  ハピリン 5F  

 6月 17日   々   （      々           ）  アオッサ 5F 
 6月 21日 例   会                   ザ・グランユァーズ 
        水島秀晃氏入会式       

        
７月 19日 例   会                    
7月 21日 研修 旅行  宝塚観劇  



［奈良ゾンタクラブ］     会長：畭 真夕美   現会員数：41名     
＜６月＞ 

    ☆ 理事・委員長会議   ６月 6日（火）１８：３０～ 
    ★ ６月例会・・・・   6月２０日（火） １７：３０～ 出席３４名 
      ※ 委員会報告  
        ＊ 各委員会より報告 
          ：チャリテイー実行委員会の立ち上げ 
        ＊ 会計監査報告 
      ※ 奈良ゾンタＧＺ２０１６年度活動報告＆新入生紹介 
        ＊ 2016年度活動報告  ＊ 新会員紹介 ＊ ＯＢ会員挨拶 
        ＊ 2017年度活動計画   

           
※ バースデープレゼント・ニコニコ報告 
※ 審議事項 

   ＊ １２月チャリテイーイベントの件 
  ＜７月＞ 

☆  理事会       ７月４日（火）１８：３０～ 
★ 7月例会・・・・・・・7月１８日（火）１７：３０～ 出席者 35名 

     ※ 委員会報告 
       ＊ 常任委員会・チャリテイー実行委員会・世界大会・ゴールデンＧ 
     ※ 理事会 
       ＊ 地区アワード推薦の件・地区大会・クラブ会則改正の件 
     ※ グループトーキング 
     ※ バースデープレゼント・ニコニコ報告 

［京都雅ゾンタクラブ］    会長：西村寛子    現会員数：11名      
6月 21日（水）通常例会  ウエスティン都ホテル京都 

  ・新会員 阿蘇和代会員 入会式  
・報告事項  ・協議事項 

 7月 11日（水）通常例会  ウエスティン都ホテル京都 
  ・新会員 立川裕美会員 入会式 

・報告事項  ・協議事項 

［大阪Ⅱゾンタクラブ］    会長：笠置伸子    現会員数：21名     
第 259回例会 
6月 8日（木）①2016年度決算報告 ②寄付先の検討 ③今年度の活動計画 

④地区役員への推薦 ⑤地区大会用の協議事項 
第 260回例会 
7月 13日（木）①澤井エリアディレクター当クラブ訪問 ②年間活動計画追加 

③卓話 講師梶屋知恵先生 
「死ぬまで元気で」というテーマで、長い老後を自立して生活できるような身体の
ケアとメンテナンスの方法を教わり、全員で良い姿勢や関節に負担をかけない 
ストレッチを行いました。 

［和歌山ゾンタクラブ］    会長：内田宮子    現会員数：12名     
6月 18日（日）6月例会  

  28年度会計報告・年間スケジュール・横浜大会に向けての英会話レッスン 
7月 15日（土）7月奈良万葉ゾンタクラブと合同例会 
 エリアディレクター澤井様のご訪問 ――地区大会について・会員増強について 

   
7月 15日（土）7月例会（合同例会終了後） 年間スケジュール 

［大津ゾンタクラブ］     会長：岡本曜子    現会員数：32名     
6月 5日理事会 13 :00～琵琶湖ホテル 9名出席 2017年度の活動について  
6月 8日例会 13:30～琵琶湖ホテル 18名出席 2017年度事業計画、役員・理事の確認 
6月 23日年次総会 18 :00～20 :00琵琶湖ホテル 新入会員挨拶、など懇親会もあわせて行う。  
7月 6日理事会 13 :00～琵琶湖ホテル 11名出席 9月 19日加藤登紀子ディナーショーについての 

打ち合わせ 
7月 13日 13 :30～琵琶湖ホテル 18名出席 地区大会の出欠確認、加藤登紀子ディナーショーに 

ついての確認事項話し合い 



 

 

【エリア３ クラブイベント】 

【大阪Ⅰゾンタクラブ】 
２０１８年３月８日 イベント予定 （ホテルニューオオタニ） 

【京都Ⅰゾンタクラブ】 
移動例会 9月 14日（火）12時～ 真葛ヶ原「菊乃井」にて ゲスト 5,000円 

※午前中は会員とその家族及び賛助会会員向けの勉強会。 
昼食は移動して「菊乃井」へ。午前の行事の参加数により昼食のゲストは約 20名を予定。 

チャリティー・バザー 11月 8日（水）京都ロイヤルホテル＆スパ 
  ゾンタサロン「笙の響きと雅楽の愉しみ」 笙奏者 伊藤えり氏 
詳しくは次号のエリア通信ほかでお知らせさせていただきます。 

【福井ゾンタクラブ】 
9月 3日  夏のコンサート （ハープ協奏曲） 

【大津ゾンタクラブ】 
2017年 9月 19日加藤登紀子ディナーショー 
琵琶湖ホテル（大津市浜町 2-40）３F瑠璃の間 
18 :00（開場）18:30（食事＆ショー）  
15,000円（定員になり次第締め切りさせていただきます。 
お申込み・お問い合わせ 会長 岡本 曜子 チケット担当 岡澤 則子 

【奈良万葉ゾンタクラブ】 
９月１６日（土） 移動例会 高山茶筌作り見学 

               長弓寺にて精進料理を賞味 
１０月７日（土） 橿原夢の森フェスティバルでフリーマーケットへ出店 

           （場所 橿原神宮森林遊苑にて） 

 

 

 

 

 

 

 

［奈良万葉ゾンタクラブ］   会長：坂井田 都   現会員数：23名    
６月 ７日（水） 理事会 橿原観光ホテル  ８名出席 

１７日（土） 例会  橿原観光ホテル １２名出席 
７月 ５日（水） 理事会 橿原観光ホテル  ９名出席 

１５日（土） 例会  澤井 ADクラブ訪問    橿原観光ホテル ２２名参加 
              和歌山 ZCとの合同例会 

     

［金沢ゾンタクラブ］     会長：桐畑真智子   現会員数：38名     
6/9   理事会 
6/13  日本女性会議 式典部会 
6/21  2017年度総会 
6/29  日本女性会議 分科部会 
7/10  日本女性会議 部会長会議 
7/19  移動例会（大光寺 薔薇観音） 

ばら観音（大津峰山大光寺）にて宮本光順さまと 

7/26  日本女性会議 式典部会 

［福井嶺南ゾンタクラブ］   会長：松本律子    現会員数：17名     
６月 4日（日）駅前ふれあい市 出店 
６月 14日（水）第二回 総会 6時 30分～  
７月２日（日）駅前ふれあい市 出店 
７月 12日（水）例会 1時～2時 



【エリア３ クラブトピックス】 

☆京都Ⅱゾンタクラブ☆ 
６月 15日京都新聞に『性暴力被害者支援 10万円を府に寄付』の記事が掲載されました。 

  国際ゾンタ京都Ⅱクラブが性暴力被害者の支援に役立てて欲しいと京都府に寄付した 
  京都性暴力被害者ワンストップ相談支援センター(京都 SARA)のパンフレット作成費用 

☆奈良ゾンタクラブ☆ 
 ・ムジークフェスタ奈良オープニング・・・1名参加 
 ・フエニックス神戸黄色いバラのコンサート・・・6名参加 
 ・奈良女子大にて留学生による日本語スピーチコンテスト審査員・交流会・・４名 
 ・クラブ会員・藤田幸代姉・・・・奈良市市会議員当選に際し花束贈呈 
 ・日本航空高校Ｚクラブ認証式参加・・・３名参加 

          
☆京都雅ゾンタクラブ☆ 
 ・７月３日(月)阪急桂駅西口にて  
   社会を明るくする運動 ティッシュ配布参加 

☆大阪Ⅱゾンタクラブ☆ 
6月 11日（日）、7月 9日（日）に、次回訪問養護施設「かざぐるま」での奉仕のため、 
銭太鼓とハンドベルの練習を宮本会員の自宅で行いました。 

☆大津ゾンタクラブ☆ 
8月 6日 16 :00開場 16 :30開演 
『コーロ夕映え』ファミリ―コンサート  
琵琶湖ホテル 参加費 大人 5,000円 小学生以下 3,000円 
＊大津ゾンタクラブ会員が多数所属する合唱団のファミリ―コンサート 
お申込みは岡澤則子会員まで 

☆福井嶺南ゾンタクラブ☆ 
 8月 8日（火）に高浜町会員、児玉さんが経営されている浜茶屋にてバーベキューを行います。 
 近くのクラブの方参加されませんか？ 
 時間は 17時～  参加費 大人 4000円 小学生 2000円 
 詳細は、松本まで連絡下さい。090-7589-3289です。 

 

【エリア３ クラブ会員状況】 

大阪Ⅰゾンタクラブ 

新入会員：高木 ひろ子（ガラス工芸作家） 

京都Ⅰゾンタクラブ 

退会会員：松井 惠  5月 31日退会 

福井ゾンタクラブ 

  新入会員：水島 秀晃（建設株式会社・市議会議員）6月 21日 

京都雅ゾンタクラブ 

新入会員：立川 裕美（法務省保護司） 

和歌山ゾンタクラブ 

  新入会員：大平 睦美・山下 慶子・吉岡 美寿紀 
退会会員：中西 淳子 

大津ゾンタクラブ 

新入会員：中西 千里（華道嵯峨御流教授、嵯峨美術大学非常勤講師） 

奈良万葉ゾンタクラブ 

退会会員：安曽田 眞由美・仲川 正美 

金沢ゾンタクラブ 

新入会員：新田  留津（にった るつ） 2017/6/10 

 


