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平成29年５月18日　会場／ホテルオークラ新潟

懇 親 会
　講師の日本銀行新潟支店長の亀田制作氏（当時）からご臨

席いただき、女性会担当の新潟商工会議所宮沢副会頭による

乾杯のご発声で開会し、会員54名が参加しての和やかな懇親

会となりました。

総　会・講 演 会
　平成29年５月18日、ホテルオークラ新潟において、会員47

名が出席して平成29年度定時総会を開催しました。
　田中久美子会長が、「本年度は役員および事務局職員も一

新された。これからも益々、女性の活躍が期待される女性会

として活動していきたい。」と報告を兼ねて挨拶されました。
総会では、平成28年度事業報告・決算（案）および、平成29

年度事業計画・収支予算（案）が承認されました。

　総会終了後には、日本銀

行新潟支店長亀田制作氏

（当時）をお招きし、「新潟

県経済の現状と人手不足」
と題し、講演会を開催しま

した。亀田氏は、「全国的

にみると、子育て世代の女

性は家事労働のために就

労者数は減少する傾向に

あるが、新潟においては、
その傾向は緩やかなものになると見込まれている。特に新潟

県は女性や高齢者を労働市場に引き戻す努力を全国平均以上

にしており先進的である」と述べるなど、様々な統計資料を

もとに新潟県経済の現状を示しました。また、人口減少時代

においては、全ての世代の女性の活躍が重要となるため、女

性会会員の今後の活躍を期待するといった励ましの言葉をい

ただきました。講演終了後の質疑応答では、活発な質問や意

見交換がなされ、示唆に富んだ講演会となりました。

女性会会長就任にあたり
 会長　田中久美子　

『女性が輝く社会は、皆が豊かな社会』
　新しい委員会メンバーとなり、それぞ

れ活発に活動を始めました。
　東京研修では、商工会議所が明治に不

平等条約改正の為に世論の代表機関と

して、商人の地位向上のためにつくられた歴史ある経済団体

であることを認識いたしました。
　女性の力が必要とされている今、商工会議所女性会は女性

経営者ならではの感性を発揮し、商工会議所の一翼を担うべ

く研鑽して参ります。
　高齢化が一段と進んで街にも高齢者の割合が増えておりま

す。救急車が到着するまで平均９分かかる現実に、救命講習

が人の命を救い後遺症から守ることを女性会研修事業で実習

いたしました。救命救急には、数人の力が必要ですので、多

くの方に講習を受けていただきたいと思います。
　県内女性会、全国女性会とも交流を図り互いに力を高め

合っていきます。これからも女性が輝いて働き続けられる社

会の実現のために、団結し助け合って活動していきましょう。

平成29年度  定時総会開催

講師　亀田制作 氏

田中会長とともにフレッシュにスタート

挨拶する田中会長
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視察見学会 デイサービス「夢のみずうみ村」（平成28年10月20日 ）
　新潟市江南区の通所介護事業所「夢のみずうみ村」新
潟デイサービスセンター（㈱イシカワが運営）を見学しま
した。施設内はバリアフリーにせず、自信を持って生活す
る力を自然と向上できるよう
に工夫された、新潟初の新し
い試みのデイサービスとして、
新潟の福祉に新しい風が吹く
ことを期待させる施設でした。

新春講演会（平成29年２月14日）
　講師に芥川賞作家の藤沢周氏（新潟市西区内野出身）、
㈱幻冬舎取締役の石原正康氏（同）をお迎えし「これか
らの新潟に想うこと」と題して、楽しい息の合ったお二
人のトークを、内野弁を交えてお聞きすることができま
した。講演の終盤には、同じく西区出身の三味線プレイ
ヤー史佳氏がサプライズで演奏され、お三方の新潟愛を
お聞きすることができ、地元にいる私達も故郷愛を大切
にしなくてはと思う時間でした。

東京視察研修会（平成29年７月10～11日）
　７月10日から11日にかけ、日本商工会議所および国会議
事堂を21名の参加で視察しました。日本商工会議所では
青山伸悦理事・事務局長より商工会議所の歴史をお聞き
し、とても勉強になりました。商工会議所の歴史に興味を
持ち、もっとお話をお聞きしたいと感じました。またこの
２日間で、東京に進出している当女性会会員事業所の店
舗（五十嵐邸 銀座 Kura・凛、BRIDGE銀座店、KIRIKO日
本橋店）を訪問しました。10日の夜には「はとバスツアー」
に参加し、暑い２日間でしたが皆様と交流することができ
充実したものとなりました。

【平成28年度事業】  
・視察見学会 平成28年10月20日
　　農家レストラン「ラ・トラットリア・エストルト」
　　夢のみずうみ村（新潟市江南区通所介護事業所）
・新春講演会開催 平成29年２月14日
【平成29年度事業】  
・視察研修会の開催 平成29年７月10日～11日
・新春講演会開催 平成30年２月予定
・救命講習会 平成29年８月23日
・講習会の開催 平成29年11月８日予定

　交流拡大委員会は、会員の皆さんが多くの場面で繋が
りを持てるようにと活動を展開していきたいと考えます。
　創立16年に及ぶ歴史を重ねてきた当会ですから、正副
会長や正副委員長を経験された方々も多くいらっしゃい
ます。皆さん当会に限らず、新潟の様々な分野で精力的
に活動し、女性のネットワーク作り、情報の提供・共有
に努力をしてこられました。
　年配の経験豊かな会員から、若い会員や新入会員へ、
志を繋いで行けたらと考えます。いとしげトークは、そ
んな思いが発端になって始まりました。これまでも多く
の方々のお話を伺い、感銘してまいりました。是非これ
からも多くの方々に参加いただいて、繋げていきたいと
思います。
　講師をお願いする方、今まで辿っていらしたお話をお
聞かせいただき、また新しい次代に向けた思いなども教
えてください。そして多くの皆様の参加をお願い致しま
す。

【平成28年度事業】  
・納涼会開催（女性会創立15周年記念パーティー） 平成28年９月16日
・新年会開催 平成29年２月14日
・第14回いとしげトーク開催 池田洋子さん　平成28年６月24日
・第15回いとしげトーク開催 奥寺洋子さん・片桐奈保美さん　
 平成28年10月20日
・第16回いとしげトーク開催 竹林昭代さん　平成29年３月10日
・佐渡おけさ踊り講習会
【平成29年度事業】  
・納涼会の開催 平成29年８月23日
・新年会の開催 平成30年２月予定
・第17回いとしげトーク開催 田中久美子さん  平成29年６月20日
・第18回いとしげトーク開催 中澤幸子さん　  平成29年９月15日
・第19回いとしげトーク 平成30年２月予定
・佐渡おけさ踊り講習会

研修事業委員会

各委員会事業報告
委 員 長　諸 橋 優 子

特定非営利活動法人 悠（NPO法人 悠） 交流拡大委員会 委 員 長　瀬 賀 知 代
信濃川ウォーターシャトル㈱

～晴れやかに新年会～

平成29年 2月 14 日
新潟グランドホテルにて

平成29年８月　納涼会
懇親会で佐渡おけさ新春講演会の様子

日本商工会議所で記念撮影 国会議事堂にて



事業企画委員会 広報委員会委 員 長　佐野由香利
㈱新宣

委 員 長　河本さとみ
㈱エントラストエスケイ

研修事業  救命講習会 平成29年8月23日
　新潟市中央消防署の担当者を講師に迎えて、心肺蘇生
法及びAEDの使用方法について学びました。AEDに触
れるのが初めてという
参加者も多く、いざと
いう時には落ち着いて
速やかに「命のリレー」
ができるよう、皆真剣
に取り組んでいました。
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　女性会活動１年間の歩みをコンパクトにまとめて会員
の皆さまへお届けする「会報の発行」、会員相互の交流
ツールでもある「会員手帳の作成」、広く一般に向けて
女性会をアピールする役割を持つ
「ホームページの更新・管理」。こ
の３つの業務を通じて、各委員会の
活動や行事に積極的に関わり、魅力
ある女性会のさらなる魅力を、内に
外に発信していきたいと思います。
　今年５月には、会員数が120名を
超え、３年ぶりとなる会員手帳を作
成いたしました。優しい色調に
チューリップと萬代橋をモチーフと
した、新潟の女性会らしさを感じる
表紙デザインです。いつも皆さまの
お手元においていただけると嬉しい
です。

【平成28年度事業】  
・女性会会員手帳差込頁作成 平成28年５月18日配布
・会報第13号の発行 平成28年10月発行
・女性会HPデータ更新管理（随時）
【平成29年度事業】  
・女性会会員手帳作成 平成29年５月18日配布
・会報第14号の発行 平成29年10月発行
・女性会HPデータ更新管理（随時）

　民謡流しへの参加もすっかり恒例となりました。
　会員のお孫さんたちが踊る可愛らしい姿に、参加者21名
楽しく最後まで踊りとおしました。

　「恵みの大地　北海道へようこそ　つなげよう　広げよう
　心の輪」をテーマに全国から約2700名が参加して盛大に
全国大会が開催されました。女性会の組織強化（会員増強）
で顕著な業績を挙げたとして、当新潟商工会議所女性会が
表彰されました。

　事業企画委員会は、定時総会・講演会及び懇親会の企
画運営が主な事業です。
　平成29年度は、５月18日、ホテルオークラ新潟におい
て定時総会を開催しました。田中久美子会長は、「本年
度は役員および事務局職員も一新された。これからも
益々、女性の活躍が期待される女性会としていきたい」
と報告を兼ねて挨拶しました。
　講演会では、日本銀行新潟支店長亀田制作氏（当時）
をお招きし、「新潟県経済の現状と人手不足」と題し講
演いただくとともに、宮沢副会頭からもご臨席いただき
ました。人口減少時代においては全ての世代の女性の活
躍が重要となるた
め、女性会会員の今
後の活躍を期待する
といった励ましの言
葉をいただくなど、
示唆に富んだ講演会
となりました。

【平成28年度事業】  
・定時総会・講演会・懇親パーティー開催
 平成28年５月18日
【平成29年度事業】  
・定時総会・講演会・懇親パーティー開催
 平成29年５月18日
・新潟県知事の講演会 平成29年11月17日予定

及び 事業計画

第49回全国商工会議所女性会連合会
北海道全国大会　 平成29年10月７日

新潟まつり民謡流しへの参加
 平成29年８月４日

平成30年度は盛岡市で開催予定
（女性会正副会長のみ出席）

チューリップと
万代橋をモチーフに

参加者21名が踊る
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編 集 後 記
輝く女性のネットワーク

新潟商工会議所女性会
会員募集

新潟商工会議所女性会事務局
 （会員サービス課）
TEL 025-290-4411　FAX 025-290-4421

お問い合せ・お申込み

新潟商工会議所女性会会報　■発行日／平成29年10月発行　■企画・制作／新潟商工会議所女性会広報委員会　（事務局  025－290－4411）

　会報誌は今回で第14号となり、会員数も120名
となりました。互いにビジネス交流を図り高め合
いながら、新潟経済の発展に尽くし輝いている女
性が増えています。これからも女性会の方々の想
いや活動をお伝え出来る会報誌づくりに委員一
同、力を注いで参ります。
　皆様のご協力のもと無事発行できました。あり
がとうございました。 （広報委員　藤岡祐子）

講師　自動車登録事務センター　中澤幸子さん
　行政書士として相続や自動車登録に関
するアドバイスを頂いたほか、趣味やご
家族のお話もあり、中澤さんの明るい人
柄に触れることの出来る内容でした。時
代の流れを見極め自動車登録の仕事を始
められてから今日まで、大変だったこと
も「良い経験」と捉えて乗り越え、何事
にも前向きな気持ちで取り組まれている
ことが印象的でした。

講師　㈱クオリス　田中 久美子さん
　嫁いでから良妻賢母として家族に愛情
を注ぐなか、ご主人の突然の病気。献身
的な看護の甲斐なく他界され、悲しむ暇
もなくご子息の決意の一言と後押しもあ
り企業の社長に就任。それから15年間、
自社の改革に取り組まれるなど、奮闘努
力されたことを、ユーモアを含め笑顔で
話されていた姿に器の大きさを感じまし
た。

講師　㈲竹正　竹林昭代さん
　社長業を引継いでのお話でした。工場
移転から始まり新商品を作り上げる大変
さ、新規開拓では「代表権の無い人には対
応しません」の一言で即座に法的手続を取
り代表取締役社長の肩書で大きな仕事に
結び付けたお話は印象が心に残りました。
　新潟の食文化を日本の北から南まで長
期に渡り営業をやってこられた事、又人
のつながりの大切さ、パワーを感じるお
話でした。

マガンダ

堀　孝子さん
 
　ココナッツオイルト

リートメント「ヒロッ

ト」の専門サロンで

す。健康を目指すフィ

リピンの伝統療法です。

弁護士法人  ユナイテッド法律事務所

近藤 千鶴さん
 
　地元新潟の他、東
京や北海道などでの
幅広い弁護士経験を
活かし、質の高いリー
ガルサービスをご提
供いたします。

結婚情報サービス  ハッピーロード

丸山 聡子さん
 
　新潟県内で婚活のプ
ロデュースをして30周
年です。条件と性格の
相性を重視したお見合
いのセッティング、婚
活イベント等をしてお
ります。

㈲大橋屋

大橋 未来子さん
 
　日本料理店の若女
将をしております。
若輩者ですがどうぞ
宜しくお願い致しま
す。

Offi ce ｆ＆ｅ企画

本間 由美子さん
 
　パンフレット ・ 記
念誌等の企画制作、
イベント企画、雑誌
等の取材を行ってい
ます。よろしくお願
い致します。
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新 入 会 員 紹 介


