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日頃から女性会活動へご協力賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、女性会は地域商工業者の事業発展のために活動している商工会議
所活動の一翼を担い、会員相互の親睦と連携を密にして、事業経営に参画
する女性経営者等の資質の向上と商工業の振興、社会福祉の増進に寄与す
ることを目的に様々な活動を実施しております。
この度、女性会活動を広くご認識いただくため平成 25 年度の活動内容を
取りまとめた「ひめつばき通信第 6 号」を発刊致しました。
ぜひご覧ください。
松山商工会議所女性会
会長 守谷 みどり
平成 25 年 10 月 30 日（水）、松山全日空ホテルにおいて、
四国商工会議所女性会連合会 総会 愛媛大会が開催され、大
会は総勢 268 名、愛媛県から 138 名、松山女性会からは
48 名が参加しました。
総会では、四国経済産業局 地域経済部林次長、中村愛媛県
知事、野志松山市長、愛媛県商工会議所連合会白石会頭より
祝辞を頂きました。その後の議事では全ての議案が原案どお
り承認され無事終了しました。
総会後、丸亀女性会、阿南女性会、安芸女性会、四国中央
女性会の皆さんの素晴らしい活動の報告がありました。

今回の研修会には、精神科医で落語家の枝廣篤昌先生をお迎えし「笑いのチカ
ラ」と題したご講演をいただきました。大学時代に出会った「落語」を精神医療
の現場でも活かした活動をされている枝廣先生らしく、講演中は終始笑いの絶え
ないひとときとなりました。
女性会の活動が笑顔を広げてゆく機会となり、会員相互の元気の源になるよう
な講演でした。

懇親会は、四国各地からお越しいただいた皆様が楽し
んでいただけるよう坊っちゃんやマドンナの衣装で皆様
を「お・も・て・な・し」しました。
趣向を凝らした余興や、私たちが考案したマドンナぜんざ
いを提供するなど懇親会も大いに盛り上がりました。
この愛媛大会に参加、ご協力をいただいた皆様、どうも
ありがとうございました。

当女性会の活動内容を全世界に発信すべく、平成 24 年度より、松山商工
会議所女性会ブログ「ひめつばき」を発信しております。随時更新して
おりますので、ぜひご覧ください。
女性会ブログ「ひめつばき」http://ameblo.jp/1961mskj/
ＱＲコードはこちら

平成 25 年 5 月 15 日（水）道後プリンスホテルにおいて、34 名の参加
のもと定時総会が開催されました。
総会では、24 年度事業報告・収支決算報告並びに 25 年度事業計画・収
支予算、会則の改正、役員改選及び組織体制等が諮られ原案通り承認され
ました。
研修会では、(株)アライブ・アンド・キッキング 代表取締役 肥塚由
紀子氏を講師にお迎えして、「町の力、人の力、ゲストの力で築くおもて
なし」をテーマに講演していただきました。
先生は、主に訪日外国人旅行者を対象に自転車で回る新しいスタイルの
東京観光の企画運営をされています。バスや電車などのツアーでは味わえ
ない自然を身近に感じられるツアーとなっており、そのツアーのクオリテ
ィが外国人へのおもてなしに繋がっているようで、今後も自分がやってみ
たいと思ったことに前向きに取り組んでいきたいと語る肥塚さんに更なる
可能性を感じる講演内容でした。
懇親会では、pilialoha（ピリアロハ）による優雅なフラダンスや、交流委
員会によるオリジナルのゲーム大会、またラ・シャンテによるコーラスで
大変盛り上がった懇親会となりました。

総会にて挨拶する守谷会長

こえ づか

肥塚氏の講演

Pilialoha によるフラダンス

ドキドキ！風船はがしゲーム♪

ラ・シャンテによるコーラス

6 月 12 日（水）リーガロイヤル新居浜において、愛媛県商工会議所女性会連合会 定時総会・会員研修
会が開催されました。松山女性会からは、守谷会長はじめ１４名の会員が参加しました。
エキスカーションで愛媛県総合科学博物館を楽しんだ後、総会会場のリーガロイヤルホテルへと向かいま
した。
定時総会も滞りなく無事終わり、会員研修会では「この人生をありがとう」というテーマで株式会社森八
の女将 中宮紀伊子氏の講演でした。
女将は 60 億の負債を抱えましたが、女性ならではの発想と感性でご主人とともに逆境を乗り越え、見事
に再建された貴重な体験によるお話でした。
その後の懇親会も美味しいお料理と楽しい会話やお土産に頂いた手作りお手玉を使いみんなで童心に返
り、和やかな雰囲気で交流を深めることができました。

四国内では「四国八十八ケ所世界遺産化」に向けて、四国商工会議所女性会連合会他、行政、関係団体、Ｎ
ＰＯ法人等が一体となり様々な取り組みが行われております。当女性会では、春と秋の年 2 回、石手寺におい
てお接待を実施しております。
愛媛のみかんやお茶やお菓子などでお接待を行い、お遍路さんに大変喜んでいただています。これからも世
界遺産の登録が実現されるようおもてなしの心を大切にし、お接待を実施して参ります。

平成 25 年 7 月 13 日（土）に銀天街の塩屋呉服店前にて、
恒例のチャリティバザーを開催しました。毎年、中央商店
街の土曜夜市に合わせて実施しており、女性会会員から提
供いただいた余剰品を市民の皆様に格安で販売していま
す。
バザー当日は、夜市で賑わうなか約１時間半程度で商品
を完売する大盛況となりました。
売上金の一部は、ロシア兵墓地の清掃活動に取り組む勝
山中学校へ献花用のお花代として毎年寄付しております。

松山市内で開催される「えひめ・まつやま産業まつり」に平成
24 年度に引き続き出店しました。当女性会ブースでは、私たち
が開発したオリジナル商品「マドンナぜんざい」やお茶などを販
売しました。
みんなのアイデアで生まれたマドンナぜんざいは、ホイップク
リームやあられをトッピングし、大変おいしいと好評で早々に完
売致しました。お客様にも喜んで頂き、会員さん同士の結束も強
まりました。平成 26 年度も出店予定です。ぜひ女性会ブースを
訪れてご賞味ください。

平成 25 年 6 月 3 日（月）に会員同士の結束を固めるため、昨年度に引き
続き交流視察研修を開催いたしました。
会員とビジターを含め 15 名に参加いただき、貸し切りバスにて高知のリ
ゾートホテル『ヴィラサントリーニ』でのランチのあと、あじさい街道や西
島園芸団地さらに牧野植物園を見学いたしました。
心配していたお天気も晴天に恵まれ、初夏の爽やかな風の中、美味しいフ
ルーツを食べたり美しいものを見たりと優雅な 1 日でした。
行き帰りのバスでは全員でゲームをして熱くなり、道中の時間もあっと言う
間に過ぎてしまいました。
みんなで過ごした 1 日は、さらに交流を深める機会となりました。

吹く風にもどこか春の気配を感じる 2 月 26 日、東温市の「坊っ
ちゃん劇場」に行きました。
演目は、坊っちゃん劇場では 8 作目。この日 261 回目の公演と
なった奇想天外ミュージカル「げんない」。
エレキテルでよく知られた讃岐生まれの平賀源内の物語です。
開演前からピエロが観客席を縦横無尽に歩きまわり、すでに劇場
は奇想天外な世界につつまれます。
そして、決して広くはない舞台だからこそ活きる舞台の様々な
仕掛けは毎度ながら驚かされました。ミュージカルでは珍しいロ
ックのリズムが役者さんの演技とともに熱い鼓動のように力強く
響いて圧巻！あっという間の 2 時間で、一同感激のうちに幕がお
りました。坊っちゃん劇場の営業担当仙波さんのエスコートもあ
り、坊っちゃん劇場の生い立ちや、舞台裏のちょっとイイお話し
も拝聴することができました。

下記の表が女性会の年間行事予定表です。様々なイベントや行事がたくさんありますので、ぜひ参加して一緒
に交流を深めましょう。あなたのご参加をおまちしております。
月

日付
9 日（水）
4 13 日（日）
24 日（木）
8 日（木）
5
14 日（水）
3 日（火）
6
11 日（水）
9 日（水）
7
12 日（土）
8 8,9,10 日（金,土,日）
未定
9
9 月～11 月
2,3 日（木,金）
10
3 日（金）
5 日（水）
11 10 月～11 月
（予定）
12
1 28 日（水）
2
25 日（予定）
3
25 日（予定）

内容
場所
役員会
会議所
お接待事業
石手寺
青年部総会
東京第一ホテル松山
会員大会 お茶席
コミュニティーセンター
通常総会
道後山の手ホテル
県女連総会・研修会
ウェルピア伊予
会員研修会「坊っちゃん劇場」観劇
坊っちゃん劇場
チャリティバザー 値付作業
会議所大ホール
チャリティバザー 販売会
塩屋呉服店前
松山まつり
堀之内公園他
フラワーシード活動（会員増強運動）
未定
お接待事業
場所未定
全国商工会議所女性会連合会総会 神戸大会 神戸ポートピアホテル
会員交流ツアー
宝塚歌劇
四国商工会議所女性会連合会 総会 香川大会 JR ホテルクレメント高松
えひめ・まつやま産業まつり
堀之内公園

新年会

未定

赤十字募金寄贈
ロシア兵墓地慰霊祭

愛媛県赤十字事務所
ロシア兵墓地

