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商工会議所とは
商工会議所は、商工会議所法(昭和28年制定)
に基づく特殊認可法人です。「商工業の総合的
な改善発達を図るとともに、社会一般の福祉の
増進に資する」ことを目的にしています。商工会
議所の歴史は、明治11年頃、東京・大阪・神戸で設
立されたのを皮切りに、全国各地で商工会議所
が設立され、明治15年に松山商工会議所が設立
(全国で19番目)されました。
松山商工会議所は地域を基盤として、あらゆ
る商工業者を会員とし、公益的な活動を行って
います。また、地域の商工業者の意見を代表し、
商工業の健全な発展のお手伝いをしています。

松山商工会議所女性会とは
松山商工会議所女性会とは
商工会議所女性会は、国の施策に基づき女性
経営者等の健全育成を図ることを目的に、全国
各地の商工会議所に設立され、現在417の商工
会議所において女性会が活動しています。
松山商工会議所女性会は、昭和36年2月10日
(全国12番目)に設立され、女性経済人の資質の
向上を図るとともに商工業の振興や社会福祉の
ために、研修会・親睦会・交流会・視察・福祉事業
等幅広い活動を行っています。随時会員を募集
していますので、女性経済人のネットワークを拡
げるため、是非、ご加入ください。

会長ごあいさつ
会長ごあいさつ

会長

児玉 照子

日頃より女性会活動に多大なご協力とご支援をいただ
き、誠にありがとうございます。
この度、令和元年度の女性会活動を取りまとめた「ひめ
つばき通信 第12号」を発刊いたしました。昨年度は、松山
で全国商工会議所女性会連合会の拡大理事会を開催した
り、4商工会議所女性会との交流を初めて行うなど、多く
の女性会の方々と交流を深めることができました。
今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で予定して
いる多くの事業が延期や中止となるなど、大きな不安を
感じていますが、このような時だからこそ、今まで以上に
会員相互の絆が大切です。今年度も会員の皆様と共に
「未来に希望の花を咲かせましょう！ ～愛と信頼で結ぶ
女性会～」の統一テーマのもと、女性会事業に取り組んで
まいりますので、ご協力くださいますようよろしくお願い
いたします。

副会長

総務委員会
副会長 佐川 東輝枝
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事業委員会
副会長 近藤 まゆみ

研修委員会
副会長 竹林 淑子

交流委員会
副会長 中村 雅子

10月
10月

≪石手寺での
石手寺でのお
でのお接待≫
接待≫
4月14日、10月20日、児玉会長ら約10名が四国霊場51番札所の石手寺に
おいて、お遍路さんへのお接待を行いました。当女性会では、日本の代表
的な文化遺産である「四国遍路文化」を受け継ぎ、四国遍路に根付く「お
接待のこころ」を伝えるため年に2回、石手寺でお接待を行っています。
「四国八十八箇所霊場と遍路道」世界遺産登録推進協議会ウォーキング
イベントなどが愛媛県で開催され、積極的に協議会事業に参画し、世界遺
産登録に向けた機運を盛り上げました。

≪女性会総会≫
女性会総会≫
5月22日、国際ホテル松山において女性会会員約50名の出席のもと通常
総会を開催しました。総会では、平成30年度事業報告・収支決算報告、令
和元年度事業計画案・収支予算案が諮られ、原案通り承認されました。総
会後、愛媛県金融広報アドバイザーの二宮 典子氏をお迎えし「心の豊か
さと勤労の大切さ」をテーマにお話しいただきました。引き続き、懇親会に
は、来賓を迎え、会員相互の交流を深めました。

≪日常会話
日常会話教室
会話教室≫
教室≫
6月5日、華屋衣裳店において会員研修事業「日常会話教室」を開催し、16
名が参加しました。会員研修事業では、会員の相互交流を目的に女性会
メンバーが講師となる研修会を毎年開催しています。今回は、松山ブラ
イダルサービスの門田 洋子さんにご協力いただき、話し方の基本を学
んだ上で、相手の立場に立った話し方や接し方、コメントの返し方、ボイス
トレーニングの仕方、アクセントについて楽しく学ぶことができました。

≪全国商工会議所女性会連合会（
国商工会議所女性会連合会（全女連）
全女連） 拡大理事会
拡大理事会≫
理事会≫（全国）
全国）
被災地支援の一環として行われている「全女連 拡大理事会」が7月4
日（木）、松山女性会と全女連の共催により松山で開催されました。合同
委員会では、平成30年7月豪雨災害を受け、大洲女性会 武内会長が災
害の実状と復興に向けて話され、拡大理事会では、常任理事の選任、収
支決算などが諮られました。交流・懇親会では、オープニングに「伊予万
歳」を披露。また、本家野球拳四代目家元 澤田 剛年氏らによる「野球
拳」で会場は大いに盛り上がりました。
（翌日は、道後温泉朝湯コースと大洲視察コースの2つのエキスカーショ
ンが行われました。）

お接待

写真

≪坊っちゃん劇場
っちゃん劇場観劇
劇場観劇≫
観劇≫
9月25日、児玉会長ら18名が坊っちゃん劇場にて新居浜市の別子銅山が
舞台のミュージカル「瀬戸内工進曲」を観劇しました。銅の製錬による煙
害がもたらした環境問題に正面から向き合った新居浜の人々の歴史に触
れる素晴らしい作品でした。女性会では、会員の相互交流を図るとともに
「坊っちゃん劇場」が進める地域文化の発展を支援するため、毎年会員交
流事業として、観劇を行っています。

≪4商工会議所女性会
商工会議所女性会（
女性会（松江・
松江・尾道・
尾道・今治・
今治・松山）
松山）交流会議≫
交流会議≫
10月18日、今治市 みなと交流センターにおいて、4商工会議所女性会
（松江・尾道・今治・松山）の交流会議を開催し53名が参加しました。「中国
やまなみ街道」全線開通を機にスタートした沿線4会議所広域連携事業
の一環として、初めて4女性会合同の交流会議を開催。交流会後の企業
視察では、コンテックス(株)代表取締役社長の近藤 聖司氏から同社の
歴史について説明を受けた後、タオル工場にて自社ブランドのタオルが
できる製造工程を視察しました。

≪えひめ・まつやま産業
ひめ・まつやま産業まつり
産業まつり≫
まつり≫
11月１６日～１７日の2日間、城山公園にて、えひめ・まつやま産業まつりが
開催され、女性会手作りのいもたき、いなりずし、ぜんざいを販売しまし
た。いなりずし調理班といもたき調理班に分かれ、早朝から調理を行い、
販売しました。「いもたき＆いなりずし」のお得なセットが人気で、毎年、
いなりずしはお昼過ぎには完売しています。2日間大変でしたが、メン
バー間で協力しながら楽しく事業に参加しました。

≪中予ブロック
中予ブロック研修会
ブロック研修会・
研修会・新年会≫
新年会≫
1月22日、ホテルマイステイズ松山にて、県下女性会会長、会員ら62名
の出席のもと、中予ブロック研修会を開催しました。研修会では、講師に
トトノエトトノウの大谷 尚子氏を招き、「業務効率を上げる整理整頓術」
をテーマに講演がありました。新年会では、千田 京子氏らによる箏演奏、
宮﨑副会頭の挨拶、安永青年部会長の乾杯で開宴し、新入会員紹介、総
務委員による余興やコーラスなど、会員間での交流を深めました。

≪チャリティーディナーショー≫
チャリティーディナーショー≫
2月7日、ANAクラウンプラザホテル松山にて、チャリティーディナー
ショーを開催し、約220名が参加しました。バイオリニストの柏原 大蔵氏、
ピアニストの豊田 瑞代氏を迎え、トークを交えた演奏、バイオリンの弾き
比べ、サプライズ演奏としてギタリストの廣川 淑哉氏とのセッションなど
が行われました。売上の一部は、日本赤十字社やロシア兵墓地の献花代
として勝山中学校に寄付したほか、「四国八十八箇所霊場と遍路道」世
界遺産登録の支援として活用しています。

≪6月 県女連 八幡浜総会
八幡浜総会≫
総会≫
6月19日、県女連 定時総会・会員研修会が八幡浜商工会議所
において開催され、当女性会から児玉会長ら19名が参加しま
した。

≪9月 全女連≫
全女連≫
9月4日～6日、全女連 鹿児島全国大会が開催され、当女性
会から児玉会長ら8名が参加しました。

≪11月
11月 四女連 香川大会
香川大会≫
大会≫
11月26日、四女連 香川大会が丸亀市で開催され、当女性
会から児玉会長ら11名が参加しました。

≪会員大会
会員大会での
大会でのお
でのお茶席≫
茶席≫
5月8日、会議所主催の会員大会において、お茶席を設け
来場者に抹茶とお菓子でお接待をしました。

≪松山まつり
松山まつり≫
まつり≫
8月9日～11日の3日間、松山まつりが開催され堀之内会
場で来場対応としてお茶やおしぼりをお渡ししました。

≪青年部との
青年部との交流
との交流≫
交流≫
4月と12月、青年部の懇親会に参加し、12月の忘年会では
コーラスを披露しました。

令和元年年度 新入会員
新入会員のご紹介

松山商工会議所女性会

会員随時募集中！
会員随時募集中！

(株)テクニカル 南部 美奈衣

詳細・お問合せ・お申込みは、

女性会事務局 TEL089-941-4111

令和２年度 年間行事予定
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待ちしております。
○令和2年度に予定していた全ての事業を掲載しています。 “※”は既に中止が決定している事業です。

月

日付

内容

場所

19日（日）

お接待事業 ※

石手寺

22日（水）

青年部総会

ＷＥＢ

12日（火）

会員大会 お茶席 ※

愛媛県県民文化会館

役員会 ※

書面決議

通常総会・講演会・懇親会 ※

書面決議

6 17日（水）

愛媛県商工会議所女性会連合会総会・研修会 ※（一部）

書面決議

7 1日（水）

全国商工会議所女性会連合会 理事会

ＷＥＢ

8 11日（火）～13日（木）

松山まつり ※

城山公園他

9 未定

会員研修会「坊っちゃん劇場」観劇

坊っちゃん劇場

18日（日）

お接待事業

石手寺

23日（金）～24日（土）

全国商工会議所女性会連合会 倉敷総会

倉敷市（ＷＥＢ）

17日（火）

四国商工会議所女性会連合会 役員会・総会

高松市

21日（土）～22日（日）

えひめ・まつやま産業まつり ※

城山公園

12 16日（水）

青年部忘年会

東京第一ホテル松山

1 27日（水）

新年会

未定

2 10日（水）

チャリティーディナーショー

ＡＮＡクラウンプラザホテル松山

25日（木）

赤十字募金寄贈

愛媛県赤十字事務所

〃

ロシア兵墓地慰霊祭

ロシア兵墓地

4

5 20日（水）
27日（水）

10

11

3

コーラス部「ラ・シャンテ」

部員随時募集中！
(お問合せ・お申込み) 女性会事務局 TEL089-941-4111

