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組織概要

女性会の主な活動

設　　立 1949 年 9月　　会員数 319 名（2016 年 3月末）

活動スローガン 「 おもいやりの心で  ～一歩譲ってともに歩もう～ 」

目　　的 本会は、会員相互の親睦と連携を密にして、女性経営者の向上と商工業の振興 
 を図り、兼ねて社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

 （女性会規則第１条）

会員資格 本会の会員は、東京商工会議所会員事業所の女性経営者ならびに女性役員で
 本会の目的に賛同した者とする。
 （女性会規則第４条）　※法人・個人は問いません。

年 会 費 年額：10,000 円
　 ※加入初年度の年会費は加入月により異なります。
 　４月～ 9月加入  10,000 円（全額）
 　10月～2月加入    5,000 円（1/2）
 　３月加入             年会費はいただきません

東京商工会議所女性会は、東京商工会議所の会員企業の女性経営者・役員が加盟する団体です。
会員が相互に手を取り合い一丸となって、女性経営者の地位向上、社会貢献などの５つの目標
に対して委員会を設置し、事業を行ってまいります。

女性・
少子化問題
委員会

女性活躍推進、少
子化問題解決への
具体的貢献のため、
婚活事業や講演会
などを実施します。

ビジネス事業
委員会

女性経営者を対象
とした研修事業の
開催、女性が活躍
する企業の好事例
発掘と情報発信を
致します。

社会貢献
委員会

被災地支援を含め、
女 性 会 な ら で は
の特性を活かした
様々な社会貢献活
動や地域振興活動
を行います。

会員増強
委員会

より多くの方に女
性会を知ってもら
い、加入いただく
ための活動を行い
ます。

組織運営
委員会

各地会議所女性会
との連携や、新入
会員の方を中心と
した交流事業、新
年懇親会を開催し
ます。
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昨今の日本経済は、デフレマインドからの脱却と経済の好循環の実現に向け、官、民
を挙げて成長戦略の実現に取り組んでおります。同時に、「人口急減と超高齢化の加速化」
などの構造的な課題に対しても取り組みを続けております。しかしながら、人口の自然減
は過去最大規模となっており、東京の合計特殊出生率は1.17と未だ全国で最低の水準
にございます。さらに現在、業界を問わず、深刻な人手不足に直面しております。このよ
うな状況において、より多くの女性が多方面で活躍することは、労働力の確保はもとより、
地域経済の発展に大きな効果をもたらすものと期待されております。そのような中で、
私ども女性会には、全国のネットワークと歴史を有する女性経営者団体として、また東京
という地域のリーダーとして、構造的課題解決の一助となるような、成果を伴う具体的な
行動が求められているものと存じます。
東商女性会が現在の体制になってから、約２年半が経ち、理事のみならず、一般会員

の皆様にも各委員会の活動に積極的に参画していただきながら、多数の事業を行ってまいり
ました。これからも「おもいやり」の心で、ともに協力し合い、明るい未来を切り開いて
いくために知恵を出しあって歩んでまいりましょう。

ご あ い さ つ

副会長
藤 沢 　薫

副会長
市瀬 優子

副会長
須永 明美

副会長
保田 和江

リーダー  理事
田口 絢子

リーダー  理事
大津 洋子

リーダー  理事
作田 智子

リーダー  理事
志賀 律子

理　事
中島 早苗

理　事
会田 ミヨ子

理　事
内川 あ也

理　事
倉光 美也子

監　事
藤岡 実佐子

理　事
田中 洋子

理　事
小山 悠子

理　事
畠山 笑美子

理　事
三宅 由美

監　事
丸田 清美

理　事
椿 　克美

理　事
永野 　愛

女
性・少
子
化
問
題
委
員
会

組
織
運
営
委
員
会

ビ
ジ
ネ
ス
事
業
委
員
会

社
会
貢
献
委
員
会

会長　山崎登美子
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組織運営委員会では、平成 26年以降に入会した会員
を対象として、新入会員歓迎ランチミーティングを 2
回開催いたしました。
第 1回は新入会員 19名、理事および組織運営委員会

所属会員が 13名参加しました。会は冒頭、山崎会長か
らの新入会員の方へ歓迎の挨拶で始まりました。各委員
会担当副会長より、各々の委員会の趣旨及び今日までの
活動報告があり、それぞれ入会の PRもありました。続
いて新入会員の自己紹介があり、女性の皆様がこんなに
輝いて明るく楽しく活動している事への感動の言葉や、

さまざまな業種の
女性経営者と一度
にこんなにお知り
合いになれる事に
感激され、「もう
一人で悩まなくて
も仲間がいる」と

実施日：第 1回　平成 27年 5月 21日（木）
　　　　第 2回　平成 28年 3月 23日（水）
会　場：丸の内二丁目ビル内会議室

新入会員歓迎
ランチミーティング

組織運営
委員会

東京商工会議所　女性会の活動（2015 年 3月～ 2016 年 3月）東京商工会議所　女性会の活動東京商工会議所　女性会の活動

いう喜びの声もあり、笑いあり感動ありの中、和やかに
閉会となりました。
第 2回は新入会員 14 名、その他理事等 15 名の参加
がありました。山崎会長の挨拶に続いて、各委員会の担
当副会長より、そ
れぞれの趣旨説明
がありました。各々
の委員会は全く異
なった事業を展開
しています。しか
し、基準は一つ、
女性会員が相互に手を取り合って、一丸となってお互い
に切磋琢磨し、社会に貢献し、その結果、自分自身の成
長へとつなげることです。次に新入会員の自己紹介とな
りました。多弁なスピーチで持ち時間 3分では足りな
かったようで、ベルが 15秒前に鳴り残念ながらお話中
断という方もいらっしゃいました。最後に出席理事、委
員から簡単な自己紹介があり、ランチミーティングはお
開きとなりました。その後、写真撮影や名刺交換など中
身の濃い時間を共有できたと思います。
それにしても様々な業種でありながら、女性経営者とし
ての悩み、楽しみは通ずるものがあるようです。新入会員の
皆様には何かの収益があったひと時となったことでしょう。

会員総会
実施日：平成 27年 6月 2日（火）
会　場：丸の内二丁目ビル　3階「会議室 5・6・7」

6 月 2日、平成 27年度の会員総会を開催しました。
会議では平成 26年度の事業活動報告と収支決算、平成 27年度の事業活動計画と収支予算が決議されました。挨

拶に立った山崎会長は、現体制発足から１年半の取り組みについて、「一般会員の委員会活動への参加も増え、会員
自らで女性会の活動を決めるという運営が確立できた」と振り返るとともに、前年実施した創立 65周年記念事業
等について参加者に謝辞を述べました。
また会議の後には、全商女性連 表彰規則第４条および東商女性会 表彰内規第１条に基づき、役員として９年以

上女性会に貢献されたとして保田和江副会長が表彰されました。
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7 月 16 日、初の 4 委員会合同事

業として、「サマーセミナー～私達

こそ輝く未来を拓く～」を開催いた

しました。当日は入会検討中の方を

含め、103 名の方にご参加いただき

三部構成で行われました。

第一部：講演会 
テーマ：《女性活躍推進の風が吹く今！
　　　　何を考え、どう行動すべきか》
講 　師： IMD北東アジア代表
　　　 　高津 尚志 氏
第一部では講演会が行われました。

講師には、スイスの世界的ビジネス

スクールであるＩＭＤ北東アジア代表の高津尚志氏

をお招きいたしました。高津先生は、4つの標題に

基づいて、真の女性活躍推進に向けて私たちが持つ

べき視点について解説されました。「社会人とは、働

いてお金を稼ぐ人ではなくて、社会を作っていく人

である。」高津先生のこの言葉に、私たちはなぜ会

社を経営しているのか、忘れがちな基本のことを

教えられました。

実施日：平成 27年 7月 16日（木）
会　場：ハイアットリージェンシー東京　
　　　　地下 1階「天平」「平安」

第二部：ワークショップ

テーマ：《女性活躍推進社会における企業が取り　　

　　　組むべき対策とは》

グループディスカッション形式のワークショップ

です。10組のグループに分かれ、現状把握と対策法

について意見交換を行い、その内容を発表し、高津

先生と山崎会長から総評をいただきました。女性経

営者の視点から、具体的な対策にまで踏み込んで、

会場が熱気に包まれるほどに熱いワークショップと

なりました。

第三部：懇親会

休憩をはさんで、第三部の懇親会となりました。

保田副会長の音頭で乾杯し、歓談する中、各委員会

のＰＲが始まりました。着ぐるみやひまわりを使っ

た演出、クイズなど、各委員会が趣向を凝らしてア

ピールを行いました。最後の組織運営委員会の紹介

が終わると、全員が輪になって「華の女性会音頭」

を歌い踊り、賑やかに終了となりました。

本事業については、より詳細な報告書をＨＰに掲

載しておりますので、そちらも是非ご覧ください。

　

 

サ
マ
ー
セ
ミ
ナ
ー　

　
　

 

真
の
女
性
活
躍
推
進
に
向
け
て

【4委員会合同】
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社会貢献委員会では、観光促進、地域活性化活動の一環
として、「全国商工会議所観光振興大会2015 in しずおか」
に参加をいたしました。
本会議に先立ち、女性会独自の企画として静岡商工会議

所女性会のご協力のもと、昼食会形式の意見交換会が行わ
れました。東商女性会より22名が出席し、漆畑静岡女性
会長、山崎東京女性会長のご挨拶、そして両女性会の委員
会活動の紹介の後、懇談会へと移りました。和気藹々とし
た雰囲気のもと、活発な情報交換が行われました。観光資
源一つとっても、地元の方ならではの視点と外からの感覚
の違いがあることなどが分かり、より高い効果を得るため
の情報共有の必要性を改めて感じる場となりました。
午後からは大会が始まり、当会の参加した「産業観光・

歴史観光」の分科会では、夕張炭鉱の人口と産業そして観
光による地域の活性化にあたっての検証事例や方法に関す
るご講話を伺いました。会場のあちらこちらではお茶が振
る舞われ、お茶の名産地静岡ならではの温かなおもてなし
を堪能いたしました。
その晩は会場を移し、全体交流会が行われました。総勢

940名程の参加者が一堂に会したときの熱気は、全国の会
員の結束と力強さを改めて感じさせるものでした。
翌日の全体会議は、観光振興の取り組み、「きらり輝き

観光振興大賞」表彰式、大賞受賞会議所による事例発表
などに続き、歴史資源と着地型観光と題した基調講演や
パネルディスカッション等が行われ、しずおかアピール
の採択の後、次回大会開催地である京都の PR で幕を閉
じました。
この大会を通し、全国からの参加者それぞれの地域に対

する思いに触れるとともに、改めて日本各地の個性的で魅
力ある資源の多様性を認識することが出来たと感じます。
今後更に加速化すると思われる訪日外国人の増加への対応、
又、日本人の日本再発見への興味喚起にどのように力を添
えたらよいか、考える機会となりました。

女性・少子化問題委員会では、少子化問題解決への具
体的貢献のため、婚活支援事業を開催し、男女各 30 名
が参加されました。
会の冒頭、山崎会長から、沢山の素敵なマッチングが

ありますようにとのご挨拶があり、開会となりました。
　司会者からの参加者の紹介とタイムスケジュールの説
明が終わると、各自 1 分ずつの自己紹介を行いました。
参加者の方々は当初控えめで声なども小さかったのです
が、回数を重ねるごとに慣れてきた様子で、話し方にも
熱が入っていました。

委員による「乾杯の仕方ミニセミナー」付の乾杯の後、
食事と懇親に移りました。隣室に設けた小テーブルの席で
は、二人だけで楽しそうに話し合うカップルも見受けら
れました。また大テーブルの席では、参加者同士、まわ
りの人達と気さくに会話を楽しみ、終始穏やかな時間が
経過していました。懇親の間には、「ハート合わせ」のゲー
ムを行いました。これは、ハートの半分ずつが様々な形
に切り込んである《パズル》を引いてもらい、その半分
を持っている人を探すというゲームです。このゲームは
大いに盛り上がり、終わってみると私達の予想を上回る
10 組の《ハート合わせ》が完成しました。閉会まで 30
分を切り、いよいよ交際を希望する相手の番号を記入する
投票を開始。結果は、見事 6組のカップル誕生となりま
した！
カップル成立の有無にかかわらず、会の終了間際は各

テーブルでも話に花が咲いており、名残惜しまれながら市
瀬副会長のご挨拶をもってお開きとなりました。
今回、様々な事情で出席が叶わなかった方々、その方々が

所属する企業の経営者様からも、「今後、このような婚活を
ぜひ推進して頂きたい」と言う嬉しいお言葉がございました。

実施日：平成27年10月2日（金）
会　場：東海大学校友会館

実施日：平成27年11月12日（木）～13日（金）
会　場：静岡コンベンションアーツセンター等

社会貢献
委員会

女性・少子化
問題委員会

観光振興大会へ参加
女性会同士でも情報交換

ユニークで楽しい
婚活パーティ、
エンジェル大作戦！
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関商女性連・平成 27 年度政策委員会活動として、八
王子、武蔵野、町田商工会議所女性会との共催で、講演
会および会員交流会を実施しました。八王子商工会議所
女性経営者の会 Silkrays 様が関商女性連に加入して初
の４女性会共催事業であり、東商女性会員 24 名を含め、
総勢 60 名が参加しました。
第一部の講演会では、医学博士・健康科学アドバイザー

の福田千晶氏を講師に招き、「リーダーが知っておきた
い健康の常識・非常識」と題してお話をお聞きしました。
メタボリックシンドロームの基礎知識やその予防法、元
気に美しく年を重ねるためのポイント、メンタルな問題
への対処法のコツなど、分かりやすく解説していただき
ました。
第二部の会員交流会では、主管女性会である武蔵野女

性会・伊藤隆子会長からのご挨拶の後、会員同士の親睦
を深めました。
健康経営を推進するうえで重要な基礎知識を習得する

と同時に、都内女性会の連携を深める、有意義な機会と
なりました。 認定NPO法人「かものはしプロジェクト」共同代表・

村田早耶香氏をお迎えして、「子どもが売られない世界
をつくるために、私たちができること」と題した講演会
を開催しました。
村田氏は大学在学中に東南アジアでの児童買春の問題

を知り、現地視察等を経て、2002 年に友人 2 人と共同
で「かものはしプロジェクト」を設立。2012 年度の全
商女性連・女性起業家大賞グロース部門優秀賞のほか、
個人・団体で数々の表彰を受賞されています。
同団体では、貧しい村に仕事を提供することで子供を

「売らせない」活動、そして売春宿のオーナーや客を処
罰するしくみを作ることで子供を「買わせない」活動の、
両面に取り組んでいます。自分と同年代の女の子や、さ
らには 5、6 歳の子供までもが、たまたま生まれた国が
違うというだけで、強制的な売春という極限的な状況に
置かれているという事実にショックを受け、NPO を立
ち上げました。カンボジアでの事業を開始した時、様々
な別のNGOの人たちに、「無理だ」「30～40年はかかる」
と言われましたが、様々な検討と工夫を重ね地道に活動
を続けるうちに、10 年経って、カンボジアでは、児童
買春はほぼなくなりました。「努力して色々な人が協力
してくれたら、状況は変わる」と確信が持てたことが励
みにもなり、数年前から、被害のより深刻なインドへ活
動の軸足を移しました。日本のサポーターの皆さんの協
力を得て、一人でも多くの女の子を一日でも早く救える
ように、活動する毎日です。

　12 月 9 日、5 年ぶりに女性会親睦ゴルフコンペが
東千葉カントリークラブで開催されました。当日は雲一つ
ない素晴らしいお天気で、20 名のゴルファー達は色と
りどりのウエアーで、ゴルフ場に花が咲いたような華や
かさ・・さすが女性会！
終わった後の懇親会では山崎会長のご挨拶で始まり、

表彰式、それぞれ今日の反省会と久しぶりの女性会ゴル
フ懇親会ならではの楽しい時間でした。

実施日：平成 27年 12月 14日（月）
会　場：丸の内二丁目ビル　3階「会議室 3・4」

実施日：平成 27年 11月 18日（水）
会　場：吉祥寺東急 REI ホテル

実施日：平成 27年 12月 9日（水）
会　場：東千葉カントリークラブ

4 女性会

社会貢献
委員会

交流事業

社会貢献
委員会

都内 4女性会主催
講演会・会員交流会

講演会
『子どもが売られない世界を』

5年振りに開催された
女性会ゴルフコンペ

社会貢献
委員会

優勝は三宅さん、準優勝は志摩さんでした。皆様次回
のご参加お待ちしております。　　　
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実施日：平成28年1月22日（金）
会　場：コクヨホール

経済産業省・資源エ
ネルギー庁主催で開催
された「資源のない日
本、将来のエネルギーの
姿に関するシンポジウム
in東京」のパネルディス
カッションにおいて、山崎
会長がパネリストとして
登壇されました。この事
業は、エネルギーミックスに対する理解促進のために開催された
もので約300名の参加がありました。パネルディスカッションは、
３名の基調講演に続いて、「化石、再エネ、原子力エネルギーのベ
ストミックスの実現に向けて」をテーマとして行われました。山崎
会長は、女性と経営者という二つの視点から語り、最後に「私た
ちの暮らしを支える発電所や、その立地地域の方々への感謝の
念を忘れてはいけない」と述べました。

日　時：平成28年3月9日（水）
会　場：丸の内二丁目ビル　5階「会議室D」

3 月 9日夕刻より、ビジネス事業委員会主催による「勇
気ある経営大賞・女性起業家大賞からみる会社経営におけ
るステップアップのチャンス」が開催されました。
須永副会長の挨拶の後、第一部の応募談講演となり、前半

ではローヤルフラワースクール銀座スタジオエスの斉藤 良枝
代表から、子育て中においても学び続けた経験や、半透明の
蝋の中にドライフラワーを活けるように埋め込む「花キャン
ドル」の考案、そして、起業を決意した際の勇気とその経緯
を表した女性起業家大賞への応募についてうかがいました。
次に株式会社プライズコミュニケーションの小野 綾子

代表からは、会社の経営危機の際に社長に就任し、社員と
共にペットのクローゼットである「わんクロ」を考案、自
社ブランド商品を一貫して開発製造販売するスパダン工房
を興して、短期間で経営危機を脱した体験と、勇気ある経
営大賞への応募により社内でいっそう新種気鋭の気風が高
まったこと、などを語っていただきました。
第二部の会員プレゼンテーションでは、女性会会員企業

の中から様々な職種の 6名の経営者による、業務や商品
のプレゼンテーションが行われました。持ち時間の 3分
でその魅力を語りつくすのは難しい事ですが、興味をかき
たてられる内容に、会
場では皆さん熱心に
聞き入り、メモをと
る姿が見うけられま
した。続いて、それを
もとに各テーブルで
グループに分かれて
ディスカッションを
し、プレゼンテーションを行った各経営者への質問や応答
の後に、山崎会長、藤澤副会長の順に、総評がありました。
最後に、当委員会作田リーダーより、女性起業家大賞へ

の応募の勧めがあり、充実した 2時間が終了しました。

実施日：平成27年9月25日（金）
会　場：柏崎商工会議所内会議室等

9月25日、首都圏エネルギー懇談会により「女性経営者交
流会in柏崎」が開催され、山崎会長はじめ東商女性会から9名

その他

各地
女性会

ビジネス
事業委員会

柔軟な発想と実行力で
ステップアップ

「女性経営者交流会 in 柏崎」
エネルギー問題を考察

エネルギーミックス
シンポジウムに
山崎会長が登壇

が参加しました。
はじめに、柏崎刈羽原子力発電所にて、福島第一原発の事

故を踏まえての安全対策の実施状況について説明を受け、実
際に建物や設備を視察しました。その後、柏崎商工会議所へ
移動し、神津カンナ氏をコーディネーターとして、柏崎商工会
議所女性部、刈羽村商工会女性部からの参加者と共に意見
交換会を実施しました。冒頭、柏崎商工会議所・西川会頭から
のご挨拶、各女性会会長からの活動および参加メンバー紹介
の後、神津氏より日本のエネルギー政策に関する解説があり、
「イデオロギーや感情論から脱却し、日本のエネルギー戦略
をどう構築するか、現実路線を探るべき時である」と述べられ
ました。続いて意見交換に入ると、「私たちの目に見えないとこ
ろで、安全安心のため、非常に真面目に、前向きに取り組んで
おられることが分かった」など、現場を見ての率直な感想が聞
かれました。

同日夜には、新
潟の豊かな食材を
いただきながらの
交流会が行われ、
電力の生産地と消
費地という二つの
地域の女性会が親
睦を深めました。
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組織運営
委員会

実施日：平成 28年 1月 25日（月）
会　場：パレスホテル東京　4階「山吹」

平成28年 1月 25日、東商役員、議員、関係諸団
体の皆様、そして近い将来女性会へのご入会をご期待
したい50名ものゲストの皆様と女性会員103名の総
出席者175名のご参加をいただき、平成28年新年懇
親会を開催いたしました。
当日は雪の予報も快晴となり、「華麗なる宴～春爛

漫」を盛り立てた上に、会場の入口には東商特別顧問・
神谷様、浦安商工会議所会頭・柳内様からの素晴らし
いスタンド花が一段と華をそえていました。
山崎会長は挨拶の中で昨年度の各委員会の活動報告

を行い、静岡での観光振興大会や全商女性連・石川全
国大会への参加を通じた各地女性会との交流、東北へ
の継続的な復興支援、その一環であるホワイエでの岩
手物産展、ＮＰＯ法人かものはしプロジェクトの物販
支援に触れました。また女性・少子化問題委員会にお
いての婚活支援では「エンジェル大作戦！」を開催し、
6組ものカップルが誕生。「今後の成り行きが楽しみで
す」と述べ、昨年一年間の素晴らしい躍進ぶりを報告
し、「今年もより一層輝いた女性会軍団を目指しましょ
う」と話しました。
続いて石田専務理事の乾杯で宴は賑やかに始まりま

2016（平成28）年
新年懇親会

した。
アトラクションではアンサンブルクラルテのクラ
シックをお楽しみいただきました。昔懐かしい花の
ワルツ、サウンドオブミュージック等、そして東商
女性会の皆様に贈る曲として“舞踏会の美女”を演
奏して下さいました。手軽にクラシックを楽しみな
がら、皆さんとても会話が弾んでいたようです。
続いて抽選会では来賓の皆様、女性会役員の皆様
から多数の賞品をご提供いただき大盛況となりまし
た。東商女性会は今年もより一層飛躍の年にするこ
とを誓い閉会となりました。当日ご出席下さいまし
た皆様、抽選会賞品をご提供下さいました皆様、心
よりお礼申し上げます。

第 47回 全商女性連・石川全国大会
女性会ネットワークを生かして好事例共有

一年間の女性会活動を締め括った
大盛況の新年懇親会

10 月 22 日～ 23 日、第 47 回全国商工会議所女性
会連合会　石川全国大会が金沢市で開催されました。
全国から 341 女性会、会員 3,237 名の出席があり、
東商女性会からは 30 名が参加しました。山崎会長は
連合会会長として、「ネットワークを活かし、女性が
活躍できる環境の整備、女性の力による地域活性化に
向けて『実行あるのみ』を合言葉に活動してまいりま
しょう」と述べました。
大会では第 14 回女性起業家大賞の表彰式も行われ、

革新的・創造的な起業・経営を行われている 3 名の女
性経営者が表彰されました。続いて全商女性連表彰で
は、組織強化に顕著な実績のあった 9 女性会とともに、
特別功労者 39 名、「個として光る」事業に取り組んだ

実施日：平成 27年 10月 22日（木）～ 23日（金）
会　場：いしかわ総合スポーツセンター等

各地
女性会

島根県・平田女性会と徳島県・阿南女性会が表彰を受
けました。ご当地・石川県の観光資源を満喫しながら
全国の会員と交流を深めるとともに、各地女性会の取
り組みを学ぶ機会となりました。
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関東商工会議所女性会連合会
第30回総会＜水戸大会＞へ参加

関商女性連との共催講演会
金メダル獲得への道、80歳プロ
スキーヤーのあくなき挑戦に学ぶ

関東商工会議所女性会連合会　第 30 回総会が、茨
城県水戸市で開催されました。当日は 74 女性会から
725 名の会員が集まり、東商女性会からは 30 名が参
加しました。
総会後は、水戸史学会　理事・事務局長の但野正弘

氏による、「黄門様の知恵袋～思い遣り・子育て・人
の道～」と題したユーモアたっぷりの記念講演があり
ました。その他、茨城県内の名産・特産品が多数取り
揃えられた物産展、磯節演奏や、世界大会優勝者によ
る口笛演奏など、水戸女性会はじめ県内女性会の皆様
のおもてなしの心が感じられる内容でした。
翌日のエキスカーションでは、水戸徳川家ゆかりの

史跡を巡り歴史にふれると共に、震災からの復興が進
む大洗・那珂湊エリアを視察しました。短期間ではあ
りましたが、茨城の観光資源を満喫しつつ、関東管内
女性会ネットワークの強さを再認識する大会となりま
した。

例年 3 月頃、関東商工会議所女性会連合会との共催
により、同連合会会員を対象とした講演会を開催して
います。

実施日：平成 27年 5月 15日（金）
会　場：水戸プラザホテル

実施日：平成 27年 3月 17日（火）、平成 28年 3月 18日（金）
会　場：ＪＰタワー　ホール＆カンファレンス

各地
女性会

各地
女性会

平成 27年は元オリンピック金メダリストの荻原健司
氏を招いて実施し、66 女性会から 395 名の参加があ
りました。「夢・オリンピック」と題して、お父様の
一言からオリンピックを目指し、がむしゃらに努力を
重ねて金メダルを獲得するまでの道のりが熱く語られ
ました。また現在、「新たな金メダリストを誕生させる」
という夢の実現に向け、後進の指導に当たる中で大切
にしていることとして、「自分のするべきことが何な
のかを明確にするためにはまず自信がなければいけな
い。自分のやっていることが他人の役に立っていると
いう実感を持たせることが、自信と成功への近道であ
る」と語られました。

平成 28 年は、登山家・三浦雄一郎氏の次男で、プ
ロスキーヤー・医学博士の三浦豪太氏を講師として、
43 女性会から 308 名の会員が参加しました。
「親子で追いかけ、叶えた夢」と題した講演では、
三浦ファミリーがエベレストに登頂された貴重な映像
に続いて、家族が一つのチームとなって夢を追いかけ、
実現するまでの軌跡が語られました。最後には、「80
歳を超えてのエベレスト登頂は、いろんな困難にあっ
ても、できない理由ではなくできる理由を探して努力
を重ねれば、寿命を全うするまでやりたいことができ
るということの象徴である。心の壁に直面して弱気に
なったときには、その姿を思い出していただき、心の
壁を壊して前に進んでほしい」と参加者へのエールが
送られました。挑戦し続けることの大切さを再認識す
る、有意義な講演会となりました。
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いずれの事業も、開催日の概ね 1 か月半前からご案内・募集を開始いたします。
皆様の積極的なご参加をお待ちしております。

東京商工会議所女性会
今後の事業予定

日時 事業名 場所 参加費
（一名あたり）

7月21日（木）
14:00～18:30

サマーセミナー ホテルグランドパレス 5,000 円

9月13日（火）
15:00～19:00

都内女性会共催
講演会＆コンサート、
交流懇親会

ベストウェスタンレンブラントホテル
東京町田

2,000 円

9月17日（土）
婚活支援事業
「エンジェル大作戦！」

ホテルグランドパレス 未定

10月15日（土）～
16日（日）

被災地支援視察会 福島県郡山市、二本松市 未定

10月18日（火）
12:30～14:30

臨時総会（理事選任選挙） 丸の内二丁目ビル内会議室 無料

1月30日（月） 新年懇親会 パレスホテル東京 未定
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