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講 演 会
　総会終了後の講演会は、宮沢副会頭、早福専務理事からも

ご臨席いただき、「新潟から、食で都市と地方をかき混ぜる」
と題して、JR東日本新潟駅 km-0 niigata lab マネージャー 久

保田健司氏より、新潟の食文化を世界に発信する取り組みに

ついての紹介がありました。
　久保田氏は、全国初の「にいがた」「おいしい」ナビゲーター

として、お米アドバイザー、レストランバスのコーディネー

ター、また美食の街スペインバスク州・ビルバオとの交流活

動などに携わってこられまし

た。昨年よりJR東日本管内

初の“エキナカ実験キッチン”

km- 0 niigata lab の マ ネ ー

ジャーとして、新潟の食の魅

力を発信する活動に取り組

み、駅内のオープンキッチン

で、自らアグレッシブに新潟

のおいしい食文化を発信して

いる毎日を動画を交えなが

ら、楽しい講演を繰り広げて

くださいました。

懇 親 会
　講演会後の懇親会には、会員43名が参加しました。講演会

講師の久保田健司氏にも参加していただき、和気あいあいと

した雰囲気の中、宮沢副会頭の挨拶で乾杯となりました。
　途中、新入会員をはじめ、会員による自己アピールタイ

ム、ホテルオークラ新潟料理長・小島淳氏による新潟の食材

を活かした料理のご紹介もありました。また、久保田健司氏

から新潟粟島行き乗船券

のプレゼントがあり、参

加者のじゃんけんによる

争奪戦で大いに盛り上が

りました。

総　　会
　令和元年６月６日、ホテルオークラ新潟において、会員47

名が参加して定時総会を開催しました。始めに、田中久美子

会長が「今年度の女性会の活動について、皆様の積極的な参

加をお願いします。」と挨拶しました。続いて、事業企画 ・
研修事業・交流拡大・広報各委員会の委員長が、平成30年度

事業報告・収支決算（案）・令和元年度事

業計画・収支予算（案）を説明し、全会一

致で承認されました。その他、事務局よ

り、新潟まつり民謡流し・全商女性連「鹿

児島全国大会」（鹿児島市）・県内女性会合

同研修会の参加についても呼びかけがあ

りました。

講師　久保田健司氏

挨拶する
田中久美子会長

ジャンケンポン！!

　　　令和元年６月６日　会場／ホテルオークラ新潟

元年度  定時総会開催



女性会会報 No.16

2

■ AED講習会（平成30年12月６日）参加者16名
　新潟商工会議所内で２回目のAED講習会を開催しました。
　今回はセコム新潟営業所の方に講習していただきまし
た。初めての方、又２回目という会員の方もいらっしゃい
ましたが、とても分かりやすく貴重な実体験などエピソー
ドを交えながらAEDの大切さをお話していただきました。
会員の皆様も真剣な顔で聞き入り、あっという間の講習会
となりました。
　この体験で学んだことを忘れず、もしもの時に役に立て
たいと思いましたが、使われずに皆さんが健康でいられる
ことが一番ですね。

■ 新春講演会（平成31年２月13日 ）参加者41名
　「世界中が喜ぶ新潟のおもてなしとファンづくり」
　オンリーワンを目指す真のおもてなしとは、「おもいや
り」であることを学ばせていただきました。デュケット氏
はカナダで生活されていましたが、１年だけと言う旦那様
との約束にも関わらず、新潟（日本酒）が大好きになって
しまい、一年過ぎても新潟生活を楽しく過ごされていま
す。海外で生活された経
験を活かし、外から見た
日本、新潟を私達に分か
りやすく、楽しくお話を
してくださいました。
　「おもいやり」は他人に
も又自分にもとても大切
なことです。私達も「お
もいやり」を念頭におき、
商いに活かしていきたい
と思います。

■ アートミックスジャパン観覧研修会（平成31年４月13日）参加者22名
　人間国宝の筑前琵琶奏者  奥村旭翠氏の演奏をりゅ一と
ぴあ能楽堂でお聞きすることが出来ました。新潟での演奏

は初めてとのこと。琵琶と言う
と、物悲しいイメージがあります
が、初めて生の音色を聴いた時
に、その優しい音、奥の深い音に
感銘いたしました。
　現代社会、私達の周りには様々
な音があります。琵琶の音色に耳
を傾け、心を癒やすことにより、
明日への商いに何らかの刺激に
なることと思います。

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）

■ 東京視察研修会（令和元年９月18日）　参加者19名
「東京商工会議所女性会との昼食懇談会」
　東京商工会議所女性会・藤沢薫会長はじめ役員８名、事
務局の方々を交え、眺めの良い高層階のレストランで美味
しい食事を楽しみながら交流を深めました。今年創立70周
年を迎えた東京女性会。その活動理念や運営方針から学ば
せていただくことが多くあり、各テーブルで話が尽きず充
溢のひと時となりました。

「NTTドコモネットワークセンター」見学
　最大級の地震や台風に耐えられる構造の建物・設備やオ
ペレーションシステムを見学し、社会インフラの一端を担
う情報ネットワークの重要性を再認識しました。

「Apple Japan本社」研修
　I C Tが不可欠な現代、多くの企業でオンライン会議や業
務で必要な様々なソフトを使用していますが、その最先端
を体験させていただきました。「時短」「効率」「エコ」をキー
ワードに、今後のビジネスシーンで上手に使いこなしたい
と思いました。

「劇団四季　ライオンキング」観劇
　行程の締めは観劇。専用劇場で観る舞台は感動も大き
く、最後はカーテンコール10回 ! !  演者と観客が一体とな
り最高に盛り上がりました。

【令和元年度事業計画】 
・視察研修会の開催 平成31年４月13日、令和元年９月18日
・新春講演会開催  令和２年２月予定

デュケット智美氏をお迎えして

筑前琵琶奏者  奥村旭翠氏

ミライトワとソメイティと一緒に

進化する時代を学ぶ



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
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■ 新年会（平成31年２月13日）参加者38名
　講演会講師のデュケット智美氏、
宮沢副会頭、早福専務理事からもご
出席いただきました。
　新入会員のご紹介と、入会を検討
していらっしゃる方からもご挨拶い
ただきました。
　若くして頑張っていらっしゃる
方々にエールを送る会となったこと
が嬉しいことでした。

■ 納涼会（令和元年８月29日）参加者38名
　迎賓館TOKIWAのガーデンヴィラを
会場に宮澤副会頭にもご参加いただい
て、納涼会を実施しました。滝の見え
る涼やかな雰囲気の会場で、一人一人
へのサービスも好評でした。暑い夏を
乗り切り無病息災を願う、田中会長か
らの江戸小咄の披露があり、皆さんも
健康の大切さや病と闘う勇気を教えら
れた会になりました。

　THE・広報委員会の野望！

　会報頁増！発行回数増! !オリジナル企画コーナー新
設!!!会員手帳は女性会オリジナルのおしゃれでスリムな
デザインのシステム手帳を作製！バインダー式ならペー
ジ差替えも容易、スケジュール表やフリーのレフィルも
一緒ならいつでも手元においてフル活用！HPには、会
報で紹介しきれない情報をこまめにアップ！…諸事情に
より一気に実現とはまいりません。（会社経営も同じで
すね）
　委員一同お互いに意見を出し合って、また会員の皆さ
まからもご意見をいただきながら、少しずつ、可能な限
り工夫を重ねてまいり
ました。
　今後も女性会の活動
の記録をより良い形で
積み重ね、残していけ
るように、そのために
も会員の皆さま全員で
女性会の活動を盛り上
げていきましょう！

【令和元年度事業計画】 
・会報第16号の発行  令和元年10月発行
・女性会HPデータ更新管理（随時）

事業企画委員会について
ー硬軟織り交ぜてー

　事業企画委員会の活動
内容は、年１回の定時総
会・講演会と終了後の懇
親会の企画運営が主な事
業です。また、知事改選
時には、新たな知事に新
潟県の県政の課題などのご講演をいただくことも計画し
ております。
　年１回の総会は気持ちも新たに厳粛に行われ、総会後
の講演会では、様々な著名人の方々から示唆に富むご講
演をいただき、懇親会では会員相互の交流の場として、
楽しい時間を過ごすことができます。
　総会終了後のほっとした表情と懇親会での笑顔あふれ
る表情とで、厳粛さと楽しさの硬軟織り交ぜての事業活
動となり、とても楽しく活動を行っております。
　今後も、皆さまのご意見・ご希望を聞きながら多くの
会員の方々に積極的に参加していただける活動にしてい
きたいと考えております。

【令和元年度事業計画】 
・定時総会・講演会・懇親会開催　 令和元年６月６日
・新潟県知事の講演会（開催日未定）　

及び 事業計画
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㈱

～今年も皆いい笑顔～

平成31年 2月 13 日
ホテルイタリア軒にて

息のあった
粋な小咄

壇上花　藤田美知子さん創作

【令和元年度事業計画】 
・納涼会の開催  令和元年８月29日
・新年会の開催  令和２年２月予定
・ランチ会の開催（年２回開催予定）
・佐渡おけさ踊り講習会

編集会議の様子

滝の流れを背に暑さも忘れる納涼会
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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／令和元年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）

　新元号「令和」になり、初めての広報誌です。
令和は万葉集の梅花の「序」から、タイトルカラー
はピンク色！と意見は直ぐに一致しました。
　事業企画、研修事業、交流拡大など各委員会か
らの活動報告と合わせて写真を選別します。
　女性会の楽しく活発な活動を未加入の方にも周
知いただきたく、会報誌を活用いただければ広報委
員一同、嬉しく思います。 （広報委員　西脇由美）

(株)トモダテツナヒロ

村上 香子さん
 
　小さくて温かいご葬儀とご供養の店
ラ・プリエ―ルです。

　生前計画～埋葬供養～相続遺品整
理も対応致します。

令和元年度 
新潟県内商工会議所女性会合同研修会
 令和元年10月２日  新潟市

　新潟商工会議所が幹事となり、万代シルバーホテルに
て県内７女性会から90名が集い県内合同研修会を開催し
ました。講師に日蓮宗僧侶、総務省地域力創造アドバイ
ザーの高野誠鮮氏を迎え、「スーパー公務員と言われた男
の失敗履歴」と題して講演をいただきました。
　石川県羽咋市役所勤務時代には、過疎地域で栽培され
る「神

み こ

子原
はら

米」を８年間続けてローマ法王に献上しブラ
ンド化を図るなど、経営に参考となる講演に時を忘れ聞
き入りました。
　また、交流パーティーでは和太
鼓演奏・古町芸妓の舞・フラメン
コなどの余興でおもてなしをし、
楽しい交流会となりました。

　「おじゃったもんせ！（いらっしゃいませ）～さつまおご
じょ（鹿児島の女性）のおもてなし～」をテーマに、全国各
地から約2700名が鹿児島市に集い、全国大会が開催されまし
た。記念講演会では、作家の林真理子さんが、大河ドラマ「西
郷どん」の原作を手掛けるに至った経緯や偉大な人物を描く
上での苦労などを、笑いも交えて話してくださいました。

第51回商工会議所女性会連合会
鹿児島全国大会 令和元年９月５～６日

　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
 令和元年８月10日

次 回
令和２年度は、岡山県倉敷市で開催
（女性会正副会長のみ出席予定）

新 入 会 員 紹 介

開港150周年を迎え
にぎわう新潟まつり

グアムからの
かわいいお客様も参加

仙巌園から桜島を望む




