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大阪Ⅰゾンタクラブ

　 会長挨拶
感謝申し上げます。
　一方、今年度は尊き2名の会員が
泉下の人となられました。チャー
ターメンバーの佐々木静子会員並び
に、ゾンタ歴50年の辻恵美子会員のお二方は当クラブの
みならず、26地区の数々の要職に就かれ、ゾンタクラブ
発展の礎となられました。その御功績はまさしく比類無
きものでございます。ゾンタ愛に満ちておられたお二方
に対する喪失感は埋めようもありませんが、今は只々心
よりご冥福をお祈りし、一同力を合わせてゾンタクラブ
が更なる飛躍を遂げるように努めることが、僅かながら
でもご遺志に報いるものであろうと思います。
　『温故知新』当クラブは今まさにその過渡期にあると申
せましょう。
　故き良きことは大いに参考にしつつ新しい息吹もどん
どん取り入れてゆく。私はその橋渡しの役目も理解しな
がら、前へと進めて参りたいと考えます。
　今後共、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

　大役を仰せつかって以来、早や任期の前半が過ぎよう
としています。
　この間を顧みますに、先ずパシフィコ横浜で開催され
ました、第64回ZONTA国際大会の印象が大層強いもの
として残っております。当クラブからは12名の参加を得
ましたが、私は今回が国際大会デビューでした。受付手
伝い・ドアモニター・オルタネートとしての諸会議への
参加等を通し戸惑う事が多くあった中、世界中から一堂
に会する2,500余名のゾンシャンパワーには少なからず圧
倒されました。臆せず堂々と意見を述べられる姿にゾン
シャンとしての矜持を感じ、フランク且つフレンドリー
な姿には心の広さを窺い知る事が出来ました。会議も奉
仕とはどうあるべきかを提起する質の高い内容が多く、
私は初めてゾンタの真髄に触れたような気持ちになりま
した。これからのクラブ運営に少しでも経験を生かした
いと思います
　そしてクラブ内におきましては、メンバーの皆様方の
ご協力に支えられ、過日の＜ゾンタローズデイチャリ
ティーイベント＞も成功裡に終えることが出来、心より

会長　大西 治代

2019年
１月23日

26日

京都Ⅰ、Ⅱ、雅、大津ZC合同新年会
　　　　　　　　　　　 クラブ訪問
第3回　地区理事会

２月  １日
２日
３日

14日

ガバナー通信4号・エリア通信4号　配布
アドボカシー講演会
大阪ⅡZC　チャリティーコンサート
大阪ⅡZC クラブ訪問    ローズデイに向けて

３月  ３日
21日
23日
31日

和歌山ZC　クラブ訪問　ローズデイ卓話
京都雅ZC　絵本朗読会
札幌IRIS ZC　30周年祝賀会・講演会
東京ⅡZC　チャリティーコンサート

４月  １日
６日

10日

ガバナー通信5号・エリア通信５号　配布
エリア4　エリアミーティング（高松）
京都ⅡZC 　チャリティー園遊会

５月11日
14日
24日
25日

エリア3　エリアミーティング（和歌山）
京都ⅠZC　チャーター記念例会講演会
第5回　地区理事会
エリア1　エリアミーティング

2018年
７月21日 第1回　26地区理事会・委員長会

８月  １日 ガバナー通信1号・エリア通信1号　配布

９月26日
29日

福井FINE ZC　設立準備会
福井FINE ZC　設立総会

10月  １日 ガバナー通信2号・エリア通信2号　配布

11月  ３日
４日
７日

大津ZC　20周年
第2回　地区理事会
京都ⅠZC　チャリティーバザー

12月  １日
４日
５日
７日
９日

12日
17日
22日
24日

ガバナー通信3号・エリア通信3号　配布
福井ZC　チャリティーパーティー
金沢ZC　チャリティークリスマスパーティー
奈良ZC　30周年特別企画講演会
福井FINE ZC 　認証状伝達式
岐阜ZC　チャリティーコンサート
岡山ZC　JMK地区賞授与式
奈良万葉ZC　チャリティーバザー
北九州ZC　チャリティーコンサート

エリア３エリアディレクター活動報告　（2018年7月～ 2019年5月）	 AD:上田	恵子
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　平成最後のチャリティーイベントは、３月７日　ホテルニューオータニ大阪に於いて、
ヴォーカルアンサンブル・ノスタルジアをお迎えして開催いたしました。
　ここ何年かは講演が続きましたので、本年は久しぶりに音楽を……と、委員会から意見が出
まして、中務会員にお世話いただき実現いたしました。
　関西歌劇団の若い美男美女の華やかで美しい声のコーラスに、会場中が魅了され、充実感を
味わいました。また、ノスタルジアを応援の非破壊検査株式会社にチケットをご協力いただき
ましたこと、たくさんのお客様にご来場いただきましたこと、そして会員のお力添えと、感謝
の一日でした。
　感謝の気持ちを込めて、今年も国際ゾンタ財団をはじめ８か所に寄付の贈呈を行いました。

企画親睦委員長　早川 住江

開会の挨拶をする
大西 治代 会長

開場時の受付風景 大勢のお客様が歌声に聞き入っておられました

閉会の言葉を述べる
早川 住江 実行委員長

ノスタルジアのみなさんと一緒に　大阪Ⅰゾンタクラブメンバー募金箱を設置

司会進行役の
福味 真樹紅 副会長

大阪Ⅰゾンタクラブ ローズデイ チャリティーイベント

〜遥かなる調べに想いを乗せて〜
日時：平成31年３月７日（木） 14：00～16：00
会場：ホテルニューオータニ大阪　２階　鳳凰の間

大阪府女性基金
大阪府男女共同参画社会の実現をめざし、様々
な困難を抱える方への支援として「女性相談事
業」を実施、DVや性暴力被害、ハラスメント等
の相談に応じエンパワメントの援助をする

大阪市夕陽丘基金
「夕陽丘基金」は、DVの根絶と、DV被害者の自
立を応援するための支援

NPO法人 性暴力救援センター大阪SACHICO
性暴力・性虐待等の被害にあった女性や子供の
被害直後からの総合的支援をめざす

公益財団法人 毎日新聞大阪社会事業団
東日本大震災の遺児に対する奨学金制度

「毎日希望奨学金」
社会福祉法人 四恩学園
「0歳から100歳超までの地域共生の砦」として
地域の住民の抱える様々な福祉課題・解決が困
難な社会問題への取り組み・支援を行う

国際エンゼル協会
国内のボランテイア活動を通じて発展途上国

（バングラデシュ等）の子供たちの教育や女性の
地位向上を支援

アフリカに透析機器を贈ろう会
アフリカ　コンゴに透析機器を贈り、腎臓透析
疾患の治療を支援するための諸経費の援助

国際ゾンタ財団
（アメリア・イアハート基金、ローズ基金、国際奉仕基金）

国際奉仕基金
国際ゾンタ100周年記念基金

今期寄付贈呈先　収益金は８団体（下記）に贈呈しました。

大阪府知事からの感謝状を
いただきました。
大阪府府民文化部
男女参画・府民協働課
課長 川口雅子氏

贈呈式

チケット

プ
ロ
グ
ラ
ム
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追 悼

 「巨星墜つ」佐々木静子先生を偲んで
上田 恵子

　偉大なる先輩、佐々木静子先生が、平成 30 年 7 月 19 日 91 歳で黄泉の国に旅立たれました。
　謹んで哀悼の意を捧げます。佐々木先生は後に大阪弁護士会の会長をされた田村堅三先
生の次女としてご誕生、関西初の女性弁護士、参議院議員にもなられました。多忙なお仕
事の中でも大阪ゾンタクラブチャーターメンバーとしてクラブを愛され、私達を優しく時
には厳しくお導きくださいました。お互いを呼ぶ時ゾンタでは○○先生ではなく、○○さ

んと呼びましょうと言っていたのですが佐々木先生はいつも皆から「佐々木先生」と呼ばれていました。2004 年、
大阪Ⅰゾンタクラブ創立 40 周年挙行、当時私は若輩にもかかわらず会長を務めさせていただきましたが、佐々木実
行委員長のお陰で、記念事業Ⅰ、大阪城天守閣に、｢伏虎リレーフ・レプリカ｣ 寄贈。Ⅱ、40 周年にちなみ老人福
祉施設 40 箇所に液晶電波時計寄贈。Ⅲ、記念誌発行等の事業ができました。実行委員長の卓越した推進力のお陰と
感謝しています。また、26 地区指名委員長として，釧路ゾンタクラブ訪問の時「上田さん一緒に行きましょう」と
お誘いくださり楽しい思い出を沢山いただきました。俳句はこの時にお誘いをうけ、それから親切にご指導いただ
きました。佐々木先生の俳句はまさに知性と教養溢れる素晴らしい句です。弁護士としての句の中に愛する猫ちゃ
んを思われるお優しい句もあり心が和みます。七宝作家としての私の仕事にも応援くださりあちこちの作品展には
ご多忙にもかかわらずお出ましいただき、深く感謝しています。先生は私のブローチをよくご愛用してくださって
おり、私を紹介してくださる時「上田さんはこのブローチの作者で私の後輩です」とおっしゃってくださいました。
　ゾンタへの推薦者として何かにつけてご指導いただいた折々のお言葉が忘れられません。
　佐々木静子先生いろいろとお世話になり、ありがとうございました。

 エリザベツ辻恵美子様をお偲びして
六島 雅子

105歳の素晴らしい生涯を終えられました
エリザベツ辻恵美子様を偲び、心に残る思い出を綴らせていただこうと思います。
辻恵美子様は1914年（大正3年）4月8日アメリカシアトルでご誕生、1歳半で帰国なさり滋賀県

にお住まいになられました。
1927年　「聖アグネス教会」にて受洗
1934年　平安女学院英文科をご卒業
1937年　聖公会神学院をご卒業

その後は平安高等女学校で教鞭をおとりになりながら、伝道師としてご活躍なさいました。
私と辻様との関わりは、1984年に大阪ゾンタクラブに入会したことに依ります。当時は御堂筋に在る堂ビルの9階の清交社が

例会場でした。その頃の大阪ゾンタクラブはメンバーも大勢でしたが、そうそうたる方が揃っておられ、例会場は華やかそのもの、
熱気と気迫で入会間のない私など緊張でカチコチになって居りました。その様子をご覧になっておられた辻様が、私に小声で「皆
さん元気がいいけど怖くないのよ。いい方達だからご心配なさらないで大丈夫よ」とささやいてくださいました。なんてお優しい
……この一言のお陰で緊張がほぐれ楽な気持ちで皆様に接する事が出来たのです。辻様のさり気無く細やかな気配りに感動した
有難い思い出でございます。

その後も折にふれ温かなアドバイスを下さりお助けいただきました。又、毎年バザーが堂ビルで催されたのですが、うっかり
者の私はバザーの当日、出品物を忘れ、頭が真っ白になり途方に暮れていましたとき、辻様が近寄って来られて「私は少し多目に
用意して来ているから半分差し上げるわ」とおっしゃってくださったのです。その時ばかりは思わず涙でした。こんな素晴らしい
方がゾンタにいらっしゃるのだと思い感激と同時にゾンタに入会させて頂いた事を誇りに思いました。

又、大阪ゾンタクラブ25周年の折、丁度大阪港に停泊中のクイーンエリザベスⅡ号に乗船し、25周年式典挙行、台北Ⅱクラブ
との姉妹提携という記念すべき行事が有りました。その時に大活躍される辻様のお姿が、大変深く記憶に残っています。

90歳からドイツ語を始められ、マスターされた尊敬すべき偉大なエリザベツ辻恵美子様、私はいろんな事を学ばせていただきました。
人は生涯あらゆる事に興味を持ち、挑戦してみる勇気を持つ事が大事なのだと云う事を教わったように思います。この事を教

訓に少しずつでも努力して参りたいと存じます。
本当にありがとうございました。

新入会員のことば 井上 みつよ

　「絽刺し」を教えていただいている石川朝子先生（東京Ⅱゾンタクラブ）からお誘い
をいただき、この度、大阪Ⅰゾンタクラブに入会させていただくことになりました。
　入会後まもなく、横浜の世界大会に参加させていただき、ゾンタクラブのグローバ
ルな広がりを肌で感じることができました。諸先輩に温かくお迎えいただき、少しず
つ行事にも参加させていただいております。
　皆さまにご指導いただきながら楽しく活動させていただきたいと思っております。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

　 国際大会に参加して
　2018年6月30日～7月3日、アジアでそして日本が
初めてホスト役を務めた第64回国際ゾンタ世界大会
が、横浜の“パシフィコ横浜”において世界各国から
の参加者を迎え華やかに開催されました。登録者数
は約2,500人でした。当大阪Ⅰゾンタクラブからは12
名が参加しました。
　開会に先立ち6月29日に26地区ミーテイングが開催
され次期（2018～2020年）の26地区役員の紹介があ
りました。
　6月30日に開会式、いつもながらフラッグパレード
は胸が高まり感激しました。
　基調講演は、3期に亘って務められた前ニュージー
ランド首相Helen Clarkさんと元国際ゾンタガバナー
　Lynn McKenzieさんとの対談形式で行われ、“目の
前のドアが閉まっていたら開けなくてはならない。物
事を前向きに捉え計画を立てて実行する事。Yes You 
Can”の言葉には大変感銘をうけました。
　当日午後から7月3日午前にかけてビジネスセツ
ションが行われ、バイローズの改訂・諸報告、その
他の議題等の討論・採決がロバート法にのっとって
活発に行われ、国際会費の値上げ（＄80を＄88に）や
次期の国際ゾンタの目標（ガバナー通信NO.1参照）
なども決められました。

　7月1日には次期国際ゾンタ会
長Susanne von Bassewitzさんの
ボードである国際ゾンタの役員
等の選挙が行われ、7月3日の閉
会式では新旧役員の交代・就任
式がありました。その折の直前国際会長Sonja Honig 
Schoughさんの涙は印象的でした。7月2日午後に姉
妹クラブ（コーバリス・台北Ⅱ）との交歓の場を設け
ましたが十分な時間が取れなかったのは残念でした。
　7月3日午後にはサヨナラパーティーがあり、すべ
ての行事が滞りなく無事に成功裡に終了し、“おもて
なし”の様々のイベントもちりばめられた第64回国際
大会の幕が降りました。これもリーダー（三宅様、
山本様、豊田様、上田様）を中心に26地区各クラブメ
ンバーの協力の賜物に他ならないと思います。当ク
ラブは6月29日午後と7月1日午後の受付デスクを担当
しました。
　国際大会に出席するたびに改めて国際ゾンタの一
員であることを認識し、誇りと自覚が生まれます。次
回は2020年にアメリカのシカゴで国際ゾンタ100周年
記念国際大会が開催されます。
　奮って参加しましょう。

直前会長　行岡 陽子

パシフィコ横浜 各国のフラッグの前で 世界中からゾンシャンが集結
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第13回　高木 ひろ子さん

〜輝き続ける女性をクローズアップ！〜

　いつも、おしとやかな雰囲気の高木会員ですが、Glass Artistで、ガラス彫刻教室 glashusを主
宰されておられます。東京での個展の準備に忙しくされていたのですが、次のような質問に、快く答
えてくださいました。

①どんなことを考えながら、作品づくりをされていますか？
　硝子をキャンバスにして、限られた大きさの中に、繊細さとダイナミックさを感じさせることを常に
心がけて制作しています。
②ゾンタに入会して、一番驚いたこと、感心したことは？
　皆様のご年齢をお聞きして、溌溂としてお若いのでびっくりしました。どこから、パワーが出てこ
られるのか。
③女性の地位について
　体力的なことを除けば男女の差はないと思います。男女平等、対等と言われますが、女性特有の
良さ（細やかさ、心配り等）を生かすことも大事かと思います。その上で女性の活躍が期待できるの
ではないでしょうか？

　高木会員のこれからの益々のご活躍をお祈りしております！ （インタビュアー 永井 隆子）

Glass Artist
ガラス彫刻教室glashus　主宰
ゾンタ歴　2年

第12回　永井 隆子さん

永井さんといえば、いつもファッショナブルで優雅な佇まい。毎日多くの患者さんをテキパキと診
療されておられる姿を想像できる方は少ないでしょう。

臨床研修の折に「眼底所見から全身の状態がわかる」との講義に触発され、眼科医を目指された
とか。

ゾンタ歴は26年。会長職の際、櫻井よしこ氏の講演イベントの翌日、東北大震災が起こったのが
衝撃的な出来事であったそうです。そして、その時から、災害時におけるボランティア活動の在り方
について、深く考えるようになられたとのこと。

ゾンタではメルボルン、アムステルダム，トリノそして東京での国際大会における世界各地の人 と々
の交歓が、楽しい思い出として心に刻まれているそうです。

今後は健康に留意し、たゆまず研鑽を積み、長く診療を続けていくのを目標とされておられます。
内科医であられるご夫君との海外旅行を末永く楽しまれますよう願いつつ……。

（インタビュアー 中務 和美）

医療法人 永井眼科　理事長
眼科医師
ゾンタ歴　26年

2018-2019年度		各委員会メンバー・委員会報告

奉仕・アドボカシー委員会
委員長　　行岡陽子
副委員長　倉斗秀子
委　員　　 井上みつよ・上嶋泰子・金戸光子 

高木ひろ子・田中恵美・永井隆子 
仁科一江・早川住江・福味真樹紅 
行岡久美子・六島雅子

●2018年　7月12日　委員に委員会への提言・意見についての
アンケート実施

●2019年　 2月2日　14：00～16：00　場所：アットビジネス
センター PREMIUM大阪駅前

　　　　　 26地区エリア3アドボカシー講演会
　　　　　 テーマ“ストップ･ザ･児童婚”
　　　　　 主催　26地区アドボカシー委員長　神部真里子
　　　　　 共催　26地区エリア3　大阪Ⅰゾンタクラブ
　　　　　 講演：“Ending Child Marriage
　　　　　　　　（児童婚の終焉を目指して）”
　　　　　 講師：国連人口基金（UNFPA）東京事務所長
　　　　　　　　佐藤摩利子さん
　　　　　 参加者：約60名
●2019年　 2月29日　奉仕委員会　場所：リーガロイヤルホテル

参加者：9名　議題：2018年度奉仕寄付先の検討

企画・親睦委員会
委員長　　早川住江
副委員長　六島雅子
委　員　　 後藤安子・小松美佐子・高木ひろ子 

田中恵美・福味真樹紅

●2018年　6月21日　例会　新入会員（井上みつよ）入会式
　　　　 7月17日　企画委員会開催
　　　　＊たのしい例会を企画　＊お誕生日プレゼント
　　　　＊会員卓話　＊家族例会　食事時にフリートーク
　　　　＊メニュー再考　など
　　　　7月19日　例会　横浜国際大会報告
　　　　 10月18日　例会　チャリティイベント候補（決定）

ノスタルジア
　　　　11月15日　移動例会　有馬温泉　兵衛向陽閣
　　　　 12月20日　クリスマス家族会 

チャリティオークション
●2019年　1月17日　大阪Ⅱと合同例会　「乳がんの話」

　　　　 2月7日　チャリティイベント打ち合わせ
　　　　 3月7日　第10回　チャリティイベント
　　　　 ノスタルジア　コンサート

広報・ホームページ委員会
委員長　　福味真樹紅
副委員長　中務和美
委　員　　 伊藤幸子・税所凉子・高木ひろ子・田中恵美 

永井隆子・東村眞理子・行岡陽子

ホームページに毎月の例会やイベント等の報告文・画像をアップす
る。会報誌No.71号を2019年5月に発行する。

●2019年　2月　例会終了後　委員メンバーで会報の内容につい
て打ち合わせ。

　　　　 3月中旬　原稿依頼
　　　　5月9日　 会報編集委員会開催（どりむ社）
　　　　5月下旬　会報発行

国連・国際委員会
委員長　　中務和美
副委員長　税所凉子
委　員　　 伊藤幸子・上田恵子・上嶋泰子・倉斗秀子 

後藤安子・辻恵美子・仁科一江

●2018年　7月19日　第一回委員会 開催
　　　　　出席　上田・上嶋・税所・中務

【議題】
　　　　 ◦ゾンタ国連国際委員会の方針に沿って活動を行う
　　　　 ◦古着でワクチンの運動を会員に呼びかける
　　　　 ◦UN WOMENへの寄附を申し出る。
　　　　 ◦姉妹クラブとの友好を図る。（特に世界大会において）

●2018年　6月30日　ゾンタ世界大会において
　　　　　台北Ⅱ及びコーバリスとの交歓を行う。
●2018年　 10月例会において　26地区国連国際委員長　浅野万

里子氏よりのメールを省約し、会員に配布
●2018年　 11月　会員サイン入りのクリスマスカードを姉妹クラ

ブ　台北Ⅱ・コーバリスに送付

会員委員会
委員長　　永井隆子
副委員長　倉斗秀子
委　員　　 井上みつよ・後藤安子・税所凉子 

高木ひろ子・仁科一江・早川住江・六島雅子

 今期は若く有望な井上みつよさんが入会してくださり喜んでおり
ます。ただ会員歴最長の辻恵美子様がお亡くなりになり、また、
年齢的に出席困難とのことで退会された方もおられ、寂しくなり
ました。来期は良い報告ができますよう頑張ります。26地区エリア3アドボカシー講演会

姉妹クラブ　台北Ⅱとの交歓
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　元号が「令和」になって初の会報発行となりました。天災の多かった平成の日々を忘れず、
穏やかな時間が流れますように。 （広報・ホームページ委員長　福味 真樹紅）

2019年６月１日発行　第71号（1980年９月創刊）　発行人：大西	治代
発行：大阪Ⅰゾンタクラブ　〒530-0045　大阪市北区天神西町8-17　テンマセントラルビル１F
　　　　　　　　　　　　　TEL	06-6313-8006（株）どりむ社内

活動報告　2018年6月～ 2019年5月
日付 活動 参加者 議題 場所

2018年
６月７日（木） 理事会 ６名

⚫新旧役員引継ぎ
⚫会計報告
⚫ADサポート費について

リーガロイヤルホテル
タワーウィング

６月21日（木） 例会 11名
⚫新旧役員交代
⚫他クラブより地震見舞を頂く
⚫井上みつよ氏入会セレモニー実施

リーガロイヤルホテル
福の間

７月５日（木） 理事会 ７名 ⚫年間計画についてーチャリティーイベントー
⚫各委員会開催の件 （株）どりむ社

７月19日（木） 例会 12名 ⚫年間行事予定について
⚫委員会報告

リーガロイヤルホテル
ゴールデンルーム

９月６日（木） 理事会 ６名
⚫定足数について
⚫会議の在り方
⚫横浜国際大会DVD等配信

リーガロイヤルホテル
寿の間

９月20日（木） 例会 12名
⚫定足数について
⚫会議の在り方についてーロバート法に基づいて行うー
⚫ガバナー通信、エリア通信の配信について

リーガロイヤルホテル
クリスタルルーム

10月４日（木） 理事会 ７名
⚫9/6国際ゾンタ100周年助成金について受信
⚫9/22アメリア・イヤハート奨学金について受信
⚫チャリティーイベントについて
⚫合同新年会について

（株）どりむ社

10月18日（木） 例会 11名 ⚫国際ゾンタ100周年助成金について
⚫アメリア・イヤハート奨学金について

リーガロイヤルホテル
ゴールデンルーム

11月１日（木） 理事会 ８名
⚫ロバート法の勉強会について
⚫12/20の例会について
⚫11月移動例会スケジュール

（株）どりむ社

11月15日（木） 移動例会 11名 ⚫ロバート法の勉強会について
⚫12月例会ー X'mas例会 有馬温泉　兵衛向陽閣

12月６日（木） 理事会 ６名 ⚫[CrowdRise Charity Challenge]キャンペーン参加の件 （株）どりむ社

12月20日（木） 例会 23名 ⚫[CrowdRise Charity Challenge]
　キャンペーン参加の件

リーガロイヤルホテル
蔦の間

2019年
１月10日（木） 理事会 ８名 ⚫3/8チャリティーイベントについて

⚫リーフレット製作について （株）どりむ社

１月17日（木）
大阪Ⅰ・Ⅱ
合同例会

14名
⚫チャリティーイベントについて
⚫卓話　中村真由美氏（アボワールインターナショナル株式会社代表取締役）

「乳がん経験者がつくるお洒落な乳がんブラジャー」 花外楼北浜本店

２月２日（土） 研修会 「児童婚の終焉をめざして」 アットビジネスセンター
PREMIUM大阪駅前

２月７日（木） 理事会 ８名
⚫クラブ奉仕活動調査
⚫3/8チャリティーイベントについて
⚫リーフレット製作について

（株）どりむ社

２月21日（木） 例会 15名 ⚫3/8ゾンタローズデイ　チャリティーイベントについて リーガロイヤルホテル
ゴールデンルーム

２月28日（木） 理事会 ７名
⚫3/8チャリティーイベントに関して
⚫吊り看板レイアウトについて
⚫奉仕先について

（株）どりむ社

３月７日（木） 例会 12名 ⚫チャリティイベントを振り返って ホテルニューオータニ大阪
デネブ

４月４日（木） 理事会 ５名 ⚫奉仕先への訪問報告等 （株）どりむ社

４月18日（木） 例会 13名 ⚫各委員会からの報告
⚫チャリティイベント収支報告

リーガロイヤルホテル
ゴールデンルーム

５月９日（木） 理事会 ７名 ⚫エリアミーティングについて （株）どりむ社

５月11日（土） 研修会 12名 ⚫エリア3エリアミーティング参加 和歌山マリーナシティホテル

５月16日（木） 例会 15名 ⚫チャーター例会

大阪Ⅰ
ゾンタクラブ
ホームページ

大阪Ⅱとの合同例会

（毎日新聞3月15日付）


