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懇 親 会
　総会終了後の懇親会は、南波副会頭、宮沢副会頭、早福専

務理事からもご臨席いただき、新潟市出身・元宝塚歌劇団男

役の越乃リュウ氏を迎えてディナーショー形式で開催しました。

　越乃リュウ氏は「自分の芸名の"越乃"は新潟への想いがこ

もっています。今後も活動を通して新潟の魅力をＰＲしてい

きたい。宝塚を退団後は目標なく過ごした時期もありました

が、舞台の仕事をきっかけに、もう一度表現者として舞台に

立つという人生の目標をつかみました。宝塚にはとても感謝

しています」と熱く語り、親しみのある歌謡曲なども交えて

９曲を熱唱し参加者を魅了しました。

総　　会
　平成30年５月16日、ホテル日航新潟において、会員44名が

出席して定時総会を開催しました。

　田中久美子会長は、「今年度も多くの事業を計画していま

す。皆様から事業への積極的な参加をお願いします」と挨拶

しました。

　総会では、各委員会の委員長が平成29年度事業報告・収支

決算（案）並びに平成30年度事業計画・収支予算（案）を説

明し、全会一致で承認しました。

新潟の想いを語る越乃リュウ氏

平成30年５月16日　会場／ホテル日航新潟

平成30年度  定時総会開催

挨拶する田中久美子会長

平成30年度を、にこやかにスタート! !壇上花　藤田美知子さん創作
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"これから"を豊かにするいきいき人生設計（平成29年11月８日）
　（一社）シニアライフマネジメント協会代表理事の小
野寺秀友氏によるマンダラエンディングノートの書き方
の講習会を開催しました。
　おいしい昼食をいただきながら先生のお話をお聞きす
るとともに、講習会では必ずやってくる終焉のお話をわ
かりやすく教えていた
だき、難しく考えずエン
ディングノートを書くこ
とができました。これか
らの日々の生活、経営に
生かして行きたいと思
います。

新春講演会（平成30年２月１日）
　ANAクラウンプラザホテル新潟で「笑って学ぼう！
振り込め詐欺防止」と題し新春講演会を開催しました。
　今年は一年を笑いから入っていただこうと思い、元警
察官の中野小路たかまろ氏の楽しい漫談、そして他人事
ではないオレオレ詐欺のお話を
聞きました。
　テレビの世界だけかと思って
いたオレオレ詐欺が、地元新潟
にも多く起きていたことに驚き
を感じました。この日のお話を
忘れることなく、一年間笑いを
忘れず、気を付けて行こうと思
いました。

アート・ミックス・ジャパン観覧研修ツアー（平成30年４月15日）
　野村万蔵氏の狂言を文化会館能楽堂で見る会を開催し
ました。
　日本古来の文化芸能狂言は、少し難しいのではと心配
しましたが、とてもわかり易く、始まる前に野村万蔵氏
ご本人より説明があり、楽しく狂言を観ることができま
した。
　また観覧後には
会員一同能楽堂の
舞台に上がらせて
いただき、貴重な
経験をしました。

レストランバス2018視察見学会（平成30年６月15日）
　新潟発の２階建てレストランバスに乗車し、開港150
周年ゆかりの地を新潟の食材を使ったおいしい食事をし
ながら、一正蒲鉾㈱、越の華酒造㈱、湊稲荷神社、みな
とぴあなど、普段車などでなにげなく通っている場所に
立ち寄り、貴重なお話を聞くことができました。
　参加者23名、
バスの中で和気
あいあいと楽し
く過ごし、女性
会の和を広げる
ことができまし
た。

　平成30年２月１日、43名の会員の皆さんに参加いただ
き、新年会を開催しました。和気あいあいの時間でした
が、参加者が年々減少するのが残念でもありました。会
員の皆様のご参加をお願いいたします。

　恒例の納涼会は、秋の気配が色濃くなった頃の開催と
なりました。余興として田中会長の感情のこもった朗読
に聞き入りながら、森瑤子さんの小説の落ちクイズ（結
末を当てる）が行われ、経験を重ねた女性ならではの時
間の過ごし方を学びました。

【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１日
・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回いとしげトーク開催  木津広美さん 平成30年３月15日
・佐渡おけさ踊り講習会
【平成30年度事業】 
・納涼会の開催  平成30年９月26日
・新年会の開催  平成31年２月予定
・第20回いとしげトーク開催  廣井愛子さん  平成30年７月18日
・第21回いとしげトーク  平成30年11月予定
・第22回いとしげトーク  平成31年３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30年 2月 1日
ANAクラウンプラザホテル新潟にて

【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１日
・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
【平成30年度事業】 
・視察研修会の開催  平成30年４月15日、６月15日
・新春講演会開催  平成31年２月予定
・救命講習会  平成31年２月予定

平成30年９月　納涼会（ホテル日航新潟）



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

平成29年度 
新潟県内商工会議所女性会合同研修会
 平成29年10月20日  長岡市
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　今号で15号となる会報です。
　女性会の活動を、「会報」という目に見える形で記録
として重ねていくことが広報委員会の大きな役割のひと
つであり、それが委員会活動の楽しみともなっておりま
す。編集会議ではいつも、たくさんの写真を前に一年の
行事を振り返り、充実した誌面となるよう作業を進めつ
つ、出来上がった会報を皆さまが笑顔で手にしてくださ
る姿を思い浮かべており
ます。
　また、今年度はホーム
ページのリニューアルも
計画しています。
　今後も広報委員会では
輝く女性会の魅力を、内
に外に、広く発信してい
きたいと思います。

【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）
【平成30年度事業】 
・女性会会員手帳差込頁作成  平成30年７月配布
・会報第15号の発行  平成30年10月発行
・女性会HPデータ更新管理（随時）

　長岡商工会議所女性会が幹事を務め、県内７女性会か
ら122名が参加（うち新潟女性会は24名）。作詞家・作家・
プロデューサーの阿木燿子氏が『自
分らしく生きるために』と題して講
演し、「自分自身を認めること、愛
すること、それで人は成長してい
く。言葉はブーメランであり自分自
身に優しい言葉を投げかけることが
大切、言葉は自分を育ててくれる」
と優しくしなやかに語りました。

　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30年度は、５月16日（水）にホテル日航新潟におい
て定時総会を開催し、田中久美子会長は、「今年度も多
くの事業を計画しています。皆様から事業への積極的な
参加をお願いします」と挨拶しました。
　総会では、平成29年度事業報告 ・ 収支決算（案）並び
に平成30年度事業計画・収支予算（案）が承認されました。

　総会終了後の懇親会は、元宝塚歌劇団月組で組長とし
て活躍された越乃リュウ氏をお招きし、ディナーショー
形式で開催し、南波副会頭、宮沢副会頭、早福専務理事
からもご臨席いただきました。多くの人々を魅了し続け
てきた歌声と華やかな舞台姿はもちろんのこと、タカラ
ジェンヌとしての今までの歩みをはじめ、ふるさと新潟
に対する思いなど、楽しいトークを交えた越乃リュウ氏
の魅力あふれる煌びやかな懇親会となりました。

【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
【平成30年度事業】 
・定時総会・講演会・懇親パーティー開催
 平成30年５月16日

及び 事業計画

　「つなげたい　笑顔のかけはし」をテーマに、全国商工
会議所女性会連合会創立50周年記念式典並びに第50回岩手
総会が開催され、全国から約1500名が岩手県盛岡市に集い
ました。総会では、盛岡市出身・新渡戸稲造氏の言葉に倣
い、「平和で心豊かな社会に向けて、女性会が未来への懸
け橋となるべく、活動に取り組んでいく」旨の岩手宣言が
決議されました。

全国商工会議所女性会連合会
創立50周年記念式典・第50回岩手総会
 平成30年10月３日

次 回
第51回全商女性連
「鹿児島全国大会」

2019年９月５～７日開催
皆様ご参加ください

　今夏も暑い中、15名で楽しく踊りました。

新潟まつり民謡流しへの参加
 平成30年８月10日

〈記念講演会〉
  講師は、大河ドラマ「西郷どん！」
  原作者で作家の 林 真理子 氏
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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
会員募集中！

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30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）

　今年は豪雪に始まり、異常気象による猛暑、豪雨、地震、
大型台風が本土の中心を通過、日本各地に膨大な被害を
もたらしました。一日も早い復旧、復興が望まれます。被
災者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
　時勢にあった企画・行事や研修、活気のある委員会活
動を編集員もうれしく思い、楽しみながら紙面一杯に作成
致しました第15号をお届けします。ご意見、ご感想を皆様
からお寄せ頂ければ幸いです。 （広報委員　奥寺洋子）

　　　㈱オカ ダイマック　廣井愛子さん
　今年度初回のいとしげトークは、割烹岡田から、大変いと
しげなお弁当を入れていただき、その後に㈱オカ ダイマッ
クの廣井愛子さんからお話を聞きました。
　参加者の携帯の機種が違うために、随分と内容を工夫して
いただきましたが、L I N Eの楽しい使い方では、笑い合いな
がら実践を楽しみ、近未来の携帯電話のバーチャル感たっぷ
りなお話にはとても驚きました。

講師　　　フクダハウジング㈱　木津広美さん
　今いろいろ問題になっているハラスメント。自分の思い込
みによって相手を傷つけていることに気づかないことが原因
と考えられます。
　１枚の絵を見て、それがどのような状況にあるか？電話の
相手に自分が見ているものをいかに正しく伝えられるか？性
別・年齢・経験の違いにより全く別の意見に分かれること、
発信者が分かりやすい表現で組み立てて伝えないと何も伝わ
らない等の説明があり、信頼関係を築くコミュニケーション
の方法や相手に伝えるために必要なポイントを学びました。

講師

株式会社  日青堂

青柳 早苗さん
 
　ＯＡ機器・レイアウト
から文具通販まで、
トータルに課題を解決
できるお客様の良き
パートナーを目指してお
ります。

トラストラボ  株式会社

河合 里美さん
 
　経産省認定のＩＴ導
入支援事業者です。
　ホームページやエク
セルでＩＴ化のお手伝い
や補助金代理申請を行
います。

公益社団法人  新潟県助産師会

佐山 光子さん
 
　本会は働く女性の妊
娠出産育児の助言、
不妊相談や更年期相
談など幅広く活動して
いる助産師の団体です。

株式会社  葦原企画

鈴木 淳子さん
 
　新潟市内を中心に、
不動産業務（賃貸、管
理、売買）家屋調査、
補償コンサルタント業
務を行っております。

株式会社  クラウン電装

渡辺 真理さん
 
　携帯電話・ソリュー
ション・ＩＯＴの活用で
働き方改革をサポート
させて頂きます。どう
ぞ宜しくお願い致します。
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新 入 会 員 紹 介




