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組織概要
設

立

1949 年 9 月

会員数 327 名（2017 年 3 月末）

活動スローガン

「 勇気とやさしさ

目

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）

的

会員資格

年 会 費

クリエイティブな発想と実践 」

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

女性会の主な活動
東京商工会議所女性会は、東京商工会議所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、女性の活躍推進や社会貢献などの４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。

女性活躍・
少子高齢化
委員会
女性活躍推進実現
のために必要な少
子高齢化問題に関
す る 知 識 を 深 め、
経営者としての取
り組みに反映させ
ます。
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ビジネス研修
委員会

会員交流
委員会

社会貢献・
観光委員会

経営者としての資
質向上のため、研
修会事業や企業視
察会などを実施し
ます。

会員を対象とした
事業やゴルフ等の
交流事業を通じて、
会員の結束を強化
します。

女性会ならではの
特性を活かした社
会貢献や東京オリ
ンピック・パラリ
ンピックを見据え
た観光振興を行い
ます。

ご挨拶
東商女性会では、昨年１１月に役員改選を行い、新しい執行体制が発足いたしました。
今期のスローガンとして、
「勇気とやさしさ クリエイティブな発想と実践」を掲げています。
相手の立場に立って思いやりを持ちながらも、正しいことは正しい、間違いは間違いだと
物怖じせずに主張すること、そして女性の目を通して創造的な発想で考えることの大切さ
を表したものです。
会員の皆様方が女性会の活動に対し、積極的に参加していただくためには、
「会員ファー
スト」という観点で事業活動を推進していく必要があると考えています。そのために４つ
の委員会を設けて、会員を含めた全員参加型の委員会運営を行ってまいります。最近は
会員の世代交代も進んでおります。日々変化していく社会情勢と会員のニーズをとらえ、
女性会に何を期待しているかを把握し、会員の皆様が参加したくなる事業を開催し、円滑
な女性会運営が出来たらと考えております。
山崎名誉会長をはじめ、歴代の役員の皆様方が築かれた伝統を継承しながら、会員そ
会長

藤沢

薫

れぞれの個性を活かし、一人一人が輝く存在であるように。そして団結するときには一致
団結出来る女性会を目指して活動してまいりましょう。

女性活躍・少子高齢化委員会

ビジネス研修委員会

副会長

委員長・理事

副委員長・理事

副委員長・理事

副会長

委員長・理事

副委員長・理事

副委員長・理事

渡邉 光子

藤岡 実佐子

志賀 律子

内川 あ也

会田ミヨ子

石井 清香

丸田 清美

遠藤 陽子

理

事

安藤 邦子

理事

阿部 千恵子

理

事

北島 アキ子

理事

瀬良 衣香

会員交流委員会

監事

副会長

委員長・理事

副委員長・理事

副委員長・理事

副会長

委員長・理事

副委員長・理事

副委員長・理事

畠山 笑美子

田口 絢子

亀田 敦子

田中 洋子

理

事

理

事

大石アケミ

理

事

理

事

中島 早苗

南部 洋子

社会貢献委員会
作田 智子

倉光 美也子

財津 澄子

永野

愛

井上 象英

小池 淑子

山田 美代子
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山崎会長のあゆみと藤沢会長就任
おもいやりの心で
〜一歩譲って共に歩もう〜
第 7 代 会長 山崎登美子
（2013.12 〜 2016.10）

勇気とやさしさ
クリエイティブな発想と実践
第８代 会長 藤沢 薫
（2016.11 〜）

新年懇親会

サマーセミナー

2017

創立 65 周年記念事業

2016
2015
2014
関商女性連・東京山梨大会

都内女性会 共催事業

会員懇談会
3
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サマーセミナー

勇気とやさしさ クリエイティブな発想と実践

東京商工会議所

女性会の活動

（2016 年 3 月〜 2017 年 3 月）

社会貢献
委員会

講演会
「ピンピンきらりと
美しく生きる」

実施日：平成28年6月20日（月）
会 場：丸の内二丁目ビル内会議室

3） て・あーて 東松山の家

て・あーてとは、痛む場所に手をあてるという、ケアの原

点に基づく活動です。東日本震災の直後、被災地で始められた
もので、現在も活動を続けていらっしゃいます。

楽しい講演はあっという間で、最後は保田副会長のご挨拶

でしめとなりました。

ビジネス事業
委員会

女性経営者・女性活躍企業
の好事例を紹介

女性の活躍推進が成長戦略の重要課題として位置付け

られる中、ビジネス事業委員会では、女性経営者や女性
従業員が活躍する企業の好事例を発掘し、発信・紹介す
ることを目的として、会員２社を取材いたしました。
社会貢献委員会では、川嶋みどり先生をお迎えして、
「ピン

ピンきらりと美しく生きる」と題した講演会を開催しました。

川嶋先生は 2007 年ナイチンゲール徽章を受賞され、全国を

講演で飛び回っているスーパーウーマンです。東日本大震災直
後には、退職した看護師数十名に呼びかけ、いちはやく被災地
での活動を始められた方でもあります。

ユーモアあふれる講演の内容をざっと報告いたしま

しょう。

1） ケアのルーツ

19 世紀ヨーロッパの花嫁の料理本には、病人の手当に関す

る 1 章があったそうです。古来よりケアのルーツは家庭の食
卓にありました。食べ物を見抜く力、汚染や食品添加物に関す
る正しい知識。あたりまえに生きていくために、よりかしこさ
が求められているのが現代です。

（１）帝國製薬株式会社

香川県東かがわ市に本社を構える同社はパップ剤業界で

世界的なシェアを誇り、近年は自社ブランドの医薬品も手
掛けるなど、積極的な事業展開に
注目が集まっています。代表の藤
岡実佐子さんは、地域性や社員の
家庭事情など、さまざまなケース

を理解し、柔軟に対応することで、
働きやすい職場環境を整えていま

す。今回は、女性のワークライフ
バランスの取り組みについて伺い
ました。

藤岡社長

（２）株式会社ズーム・ティー

南青山に本社を置く株式会社ズーム・ティーは、ほ乳び

2） 暮らしのマネジメント

ん『ドクターベッタ』をはじめ、独自の目線で開発された

現代において、老いは多様です。
「病気や障害がなく・認知

日本の職人技術により生み出され

それでは、かしこい食べ方とはどんなことでしょう？

機能が高く・人生に積極的関与ができる」そんな幸せな老いを
過ごしたいものです。

民間の女性管理職 250 人に「管理職になって犠牲にしたも

の」とアンケートしたところ、1 位が趣味の時間、2 位健康、
そして 3 位が食生活だったそうです。その中でも最もプアな
食生活といえば、答えは看護師…と、ここで会場に笑いがおこ
ります。誰かと楽しく、美味しく食べてこその食事。最近言わ

れる孤食は、サル社会との類似を思わせると先生は言います。
ゆっくり美味しく食べると、少量でも満足があり、腸の負担が
減って、老化を防ぐとのことでした。

育児用品を揃えています。特に、
た安心安全な「メイドインジャパ
ン」のほ乳びんは、国内外でも高
い支持を受け、アジアへの販売な
ども行っています。代表の河合と
も子さんに、女性の働き方とその

支援への取り組みについて伺いま
した。

河合社長

詳細な取材内容はＨＰに掲載しておりますので、是非ご

覧ください。
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勇気とやさしさ クリエイティブな発想と実践

東京商工会議所女性会では、4 委

員会合同のサマーセミナーを開催い

たしました。今年度は日本の重要政
策課題の一つである、少子化問題に
スポットを当て、101 名の方にご参

加いただき三部形式で下記の通り実
施いたしました。
第一部：講演会
講

師：㈱ニッセイ基礎研究所

研究員 天野 馨南子 氏
女性の社会進出・子育て支援を中

心とする我が国の少子化対策におい
て忘れられがちなのが、妊娠・出産

に生物学的な年齢の限界があり、高
齢での出産は胎児のみならず母体に

も、大きなダメージを与えるハイリ

スクなものである、という視点です。

サマーセミナー

実施日：平成28年7月21日（木）
会 場：ホテルグランドパレス

〜少子化問題︑女性会が真剣に取り組む〜

【4 委員会合同】

講師の天野氏は、この点について

警鐘を鳴らし、
「産めるうちに出産を」

「その上で 出産後のキャリア形成を可能にする多様

な働き方を浸透させるべき」という考え方を提唱さ
れています。特に中小企業については、従業員の大

企業に比べ機動性が高いという強みがあること、女
性経営者だからこそ女性従業員の出産とキャリア形

成の悩みに、タブーなく向き合っていってほしい、
という助言も頂きました。

第二部：パネルディスカッション

パネルディスカッションでは、山崎会長から「産み

たいときに産むのではなく、産めるときに産むとい
う、天野様のお話しの通り、20 代で産むことが望ま

しい。若い男性と女性を早く結婚させよう会を女性

会として推していきたいと思っている。さらに 30 歳
までに子供を産み、35 歳から就活をし、企業は 35

歳から受け入れる体制を作るよう、私達経営者が力
になっていきたい」とご挨拶がありました。

「女性経営者による少子化問題の課題と取り組み」に
ついて、一時間半にわたり、多様な論点に関して充実
した議論が行われました。

竹内氏からは、長時間労働の是正と女性の柔軟なキャ

リア形成を支援していくべきこと、南部氏からは、
女性が産める年齢がいつなのかという正しい知識を

持って、その上で、産むか産まないか・いつ産むか

を本人が選択できる世の中にしていくべきこと、藤
岡氏からは、仕事と子育てはどちらか一つを選ぶも
のでなく、どちらも選べるはずのものであり、その
ための物理的・経済的・心理的サポートを得られる

社会にすべき旨の、力強いメッセージを頂きました。
第三部：懇親会

懇 親 会 で は、

着席形式での美
味しいディナ ー

とともに、久々
にお会いした皆

様と会話を 楽し

みました。また、
新入会員への突

撃インタビューもあり、新入会員は突然のインタビ
ューに戸惑いながらも、立派に自社 PR をされまし

た。終始和やかに、和気あいあいと親睦を深めるこ
とができました。
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女性・少子化
問題委員会

エンジェル大作戦！
7 組のカップルが成立

実施日：平成28年9月17日（土）
会 場：ホテルグランドパレス

社会貢献
委員会

被災地支援視察会
「継続的な支援を」

実施日：平成 28年10月15日（土）〜16日（日）
視察先：福島県郡山市、二本松市

女性・少子化問題委員会では、第二回婚活パーティ「エ

社会貢献委員会による事業として被災地視察会を行

ンジェル大作戦」を開催し、男性 21 人、女性 21 人（1

い、郡山と二本松を訪問しました。武蔵野女性会からも

今回は始めに天野馨南子氏による

安達太良山を望むレストランにて行われた懇談会で

名欠席）が参加しました。

2 名の参加があり、全体で 19 名でした。

マッチング確率論のプチセミナー等を

は、二本松、郡山両女性会 17 名を含む総勢 38 名の皆

１での対話の時間を多くとるなどの工

験談、状況、そして震災後の気持ちを立て直すのが如何

行い、前年度の課題を修正して、1 対

夫をしました。立食形式での懇親会で
は、休憩時間に異性の名前を書き入れ

様と昼食を囲み、会員の方が実際に体験された被災の体
に大変だったか、などのお話をお聞きました。

その後、女性会の皆様のご案内で地域の企業訪問へ。

たお名前ビンゴゲームで楽しんでいた

多大な被害を被りながらも力を合わせて業務を再開した

4 時間となりました。7 組のカップル

その夜宿泊した二本松女性会の方の経営する磐梯熱海

だき、会話も一層はずみ、中身の濃い
が 誕 生 し、 カ ッ プ ル 成 立 は 3 割 を 超
え ま し た。

囲気が良

か っ た の で、 自 分 は キ チ ン
と結婚して家庭を築きたい

l大作戦.pd

f 1 16/07/26

21:42

の旅館では、心尽くしのお料理と銘酒、そして素晴らし

い温泉を堪能しながら参加者一同和やかに親睦を深めま
した。

翌日は二本松城へ。歓迎の幕を掲げた女性会の皆様、

と思ったという嬉しい感想

専務理事に温かくお出迎えいただき、菊人形展をご案内

を頂き、委員全員の苦労が
報われたひと時でした。

参加者から会場内の雰

2016Ange

お話などをご説明されました。

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

いただきました。

最後の昼食は女性会長の経営されるレストランでお心

のこもったお食事を頂き帰路につきました。

今回の福島訪問では、被災された方々がそれぞれの方

法で確実に復興に向けて力強く歩まれている様子を感じ
ることが出来、大いに学びを得る機会となりました。ま

だまだ支援は必要です。これからも私たちの出来ること、
すべきことを模索していかねばならないと改めて強く感
じる旅となりました。
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勇気とやさしさ クリエイティブな発想と実践

各地
女性会

都内の好事例共有・
連携強化

日 時：平成 28 年 9 月 13 日（火）
会 場：ベストウェスタンレンブラントホテル東京町田

第一回目は葉山国際カンツリー倶楽部で開催され、16名が

参加しました。当日は早朝より素晴らしいお天気に恵まれ、新

緑の中、思い思いのウエアーに身を包んで若さ溢れるプレイを

楽しみました。優勝は閔南淑さん、準優勝は佐藤ひとみさん、
そして3位は大津洋子さんでした。

第二回目は長野県蓼科の「フォレストカントリークラブ三井

関商女性連・平成28年度政策委員会活動として、八王

の森」で開催されました。標高1392メートルの高原のゴルフ場

よび会員交流会を実施しました。東商女性会員18名を含

樺、赤松などの自然林に囲まれた360度の雄大な景観を満喫

事となり、講演会、コンサート、交流懇親会の三部構成で

すが、池やバンカーも難しくからんでいてそれなりに精度の高

講演会では、町田市による保育施設「子どもセンター

日の日はあいにく雨と霧でしたのでプレイ欠席者もあり3組で

子、武蔵野、町田商工会議所女性会との共催で、講演会お

は、遠く八ヶ岳連邦、アルプスの山々の見える位置にあり、白

め、総勢47名が参加しました。今回は町田女性会様が幹

できる美しいリゾートコースです。各ホールほとんどフラットで

実施されました。

いショットが要求されるコースです。参加者は16名でしたが、9

まあち」の栗原館長から、施設の概要などをお話しいた

だきました。全国的に見れば公設・公営のものは珍しく、

のコンペでした。

夜は蓼科フォーラムに宿泊して、新鮮な高原野菜が沢山の

教育や子育てに関する町田市の熱意の表れの一つと言えま

美味しいお食事とともに懇親会を楽しみました。次の日10日

近隣の高校生による「子ども委員会」が発足し、利用する

お天気になっ

域住民が一体となった取り組みと言えると思います。

者3組で高原

歌劇団トップスター、平みちさんが登場しました。地域に

中 、2日間 の

た。その後、お食事をいただきながら、都内女性会会員同

みました。

す。この特徴の一つとして、センター設立の準備段階から、

は素晴らしい

子どもたち自身の手で運営が行われています。自治体と地

たので、希望

続いて行われたコンサートでは、町田市在住の元宝塚

の涼しい風の

関するエピソードを交えながら懐かしい曲が披露されまし

ゴルフを楽し

士で親睦を深めました。

同じ都内とはいえ、そこへ足を運び、地域の方から生の

声をお聞きする機会はそう多くありません。都内女性会の
連携を強化すると
ともに、町田市の先

進的な取り組みや
魅力を感じる良い

機会となりました。

各地
女性会

金沢女性会との
意見交換会

実施日：平成28年10月25日（火）
会 場：丸の内二丁目ビル内会議室

金沢商工会議所女

性会様による東京への

研修視察会の機会を捉
交流
事業

ゴルフを通じて
交流促進

第1回
実施日：平成28年5月23日（月）
会 場：葉山国際カンツリー倶楽部
第2回
実施日：平成28年7月9日（土）〜10日（日）
会場：フォレストカントリークラブ三井の森

有志による女性会ゴルフコンペが2016年は2回開催されま

した。
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え、視察会参加者25名

と東商女性会正副会長
との意見交換会を実施
しました。

両会長による挨拶、出席者の自己紹介、両会の活動状況に

関する説明の後、意見交換を行いました。金沢女性会様は、平

成20年に設立され、研修事業や金沢百万石まつりへの参加な
ど活発な活動を行われています。また平成27年には全国大会

の開催地となり、東商女性会からの参加者も大いにおもてなし
いただきました。

委員会別の活動や会員増強の取り組み、親会との連携など

について活発な意見交換が行われ、有意義な意見交換会とな
りました。

各地
女性会

関東大会
11 年ぶりの東京開催

実施日：平成28年5月13日（金）
会 場：ホテル椿山荘東京

関東商工会議所女性会連合会 第 31 回総会がホテ
ル椿山荘東京で開催されました。今回は東商女性会と
山梨県商工会議所女性会連合会が共同で主管女性会を
担当し、当日は 74 女性会から 849 名の会員にご参加
いただきました。東京での関東大会開催は 11 年ぶり
で、また県を越えての共同開催は初の試みです。
総会では、はじめに山崎会
長から「地域の垣根を越えて、
これから輝こうとする女性
や、その女性と共に輝こうと
する地域や企業の背中を押す
ような活動をしていきましょ
う」と挨拶がありました。ま
た三村会頭からは、歓迎挨拶として「山梨県の皆様と
共同で本大会を実施できたことは、東京と他の地域の
コラボレーションによる活性化の好事例になるもので
あり大変嬉しく感じている」と述べられました。
総会後は、法政大学総長の田中優子氏による「江戸
時代の女性たち」と題した記念講演を実施。当時の女
性たちの生きざま
について、貴重な
資料をご提示いた
だきながら生き生
きとご講演いただ
きました。

各地
女性会

休憩時間中は、山梨県女連様ご担当の物産展で、
富士の国・山梨の名産・特産品を買い求める方々で
会場は大いに賑わいました。また各控室では、東京
都認定大道芸人「ヘヴンアーティスト」によるユニー
クな公演が行われました。新緑の中、美しい庭園を
楽しむ方も多く、思い思いの時間を過ごされていま
した。
懇親会では、オープニングアトラクションとして
紅富士太鼓による力強い演奏が披露されました。関
商女性連・河原副会長の乾杯により懇親が始まり、
管内女性会会員同士の懇親を深めました。試食会に
より検討を重ねた心づくしのお料理と、世界に誇る山
梨産ワインで精いっぱいおもてなしをいたしました。
最後は参加者全員で東京音頭を踊り、女性会の一体感
を表現しつつ、盛大なフィナーレを迎えました。
山梨県女連の皆様、都内女性会の皆様をはじめ、
本大会実施にあたりご
尽力いただいた方々に
改めて感謝申し上げま
す。この大会で発揮し
た女性会のパワーを今
後の活動にも活かして
いきましょう。

関商女性連との共催講演会
「夢の実現
〜北原流ツキの10カ条〜」

実施日：平成29年3月21日（火）
会 場：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス

毎年、関東商工会議所女性会連合会との共催により実

施している講演会について、平成28年度は、ブリキおも

ちゃコレクターの第一人者として知られている北原照久
氏を講師として開催しました。当日は40女性会から322

習得された「夢の実現のためのコツ」10 項目が披露さ

若い頃は劣等生だったという北原氏ですが、自分の良

口に出した言葉で作られるものだから、『感謝』『ありが

名の会員が参加しました。

れました。北原氏は「言葉には力がある。未来は自分が

さを認めてくれた恩師や両親からの思いに応えるために努

とう』を大切に、プラス思考で良い言葉を話していきま

力し、勉強するようになったそうです。さまざまな知識を

しょう」と語られました。

玩具博物館を建てるなどの夢を持ち、実現した北原氏が

加者にとって実りの多い講演会となりました。

得ていくうちに自分の価値観を見出し、加山雄三に会う、

ユーモア溢れる語り口で会場からは笑いが絶えず、参
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勇気とやさしさ クリエイティブな発想と実践

会員交流
委員会

新たなる年の幕開け
新年懇親会

実施日：平成29年1月30日（月）
会 場：パレスホテル東京 4 階「山吹」

平成 29 年１月 30 日、内閣府・岡本審議官をはじめ

とするご来賓の皆様含め総勢 205 名のご参加をいただ
き、新たなる年の幕開けとして平成 29 年新年懇親会を
開催いたしました。

はいずれかの委員会に所属していただき、ご一緒に楽し
く活動して参りたいと熱く語り掛けました。また岡本審
議官からの来賓ご挨拶や東商・石田専務理事の乾杯のご
挨拶では、女性会の活動に期待している旨のお言葉を頂
戴しました。

その後、お待ちかねのお食事に移りパレスホテルの

心をこめた美味しいお料理に皆様とても満足な様子でし
当日は穏やかな晴天に恵まれ、和服姿があちらこちら

に見受けられる華やかな会場の中で冒頭に主催者代表と
して挨拶に立った藤沢会長は、今期の女性会のスローガ
ン「勇気とやさしさ

クリエイティブな発想と実践」を

掲げて、相手の立場に立って思いやりを持ちながらも、
正しい事は正しい、間違いは間違いと物怖じせずに言え

ること、そして女性の目を通して創造的な発想で考える
事の大切さを述べました。また本日ご出席の会員の方々

の中でまだどの委員会にも所属していらっしゃらない方

各地
女性会

た。アトラクションは、今年のテーマが

jazzy night

ということで、「石橋みどり＆根市タカオカルテット」
の素晴らしい歌声と演奏に酔いしれ、感動に浸ってい
る間に次の抽選会に移りました。来賓の皆様、役員の皆

様から多数の賞品をご提供いただいたお陰で大盛況でし
た。最後に「それぞれの個性を活かしながら団結すると

きは一致団結できる女性会をめざしましょう」という畠
山副会長からの言葉で閉会いたしました。

また来年も新年懇親会で皆様にお目にかかれますよう

楽しみにしております。

第 48 回全商女性連・
徳島総会へ参加

実施日：平成28年9月28日（水）〜30日（金）
会 場：アスティとくしま

9 月 28 日 〜 30 日、 第 48 回 全 国 商 工 会 議 所 女 性 会

連合会

徳島総会が徳島市で開催されました。全国から

342 女性会女性会、会員 2,358 名の出席があり、東商女

性会からは役員 15 名が参加しました。山崎会長は、「最
近の女性会を取り巻く環境は大きく変わり、政府が女性
の活躍推進を成長の柱と位置付けるなど、女性会への期

待が日増しに大きくなってきている」と挨拶されました。

総会では第 15 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、
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組織強化に顕著な実績のあった 12 女性会とともに、特
別功労者 40 名、「個として光る」事業に取り組んだ熊本

県・熊本女性会と三重県・尾鷲女性会が表彰を受けまし
た。ご当地・徳島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。

東京商工会議所女性会
今後の事業予定
日

時

4月27日（木）
5月12日（金）
18:00〜20:00

（平成 29 年３月現在）

事業名

場

所

会員交流委員会主催
第一回会員交流ゴルフコンペ

アスレチックガーデンゴルフ俱楽部

会員交流委員会主催
会員交流懇親会

ホテルグランドパレス

ビジネス事業委員会主催
研修事業
5月25日（木）
16:30〜20:30

第一部 セミナー＆ディスカッション
〜すべては経営者の未来型思考法で決まる〜
「７つの思考力 ハイブリット法」

丸の内二丁目ビル等

第二部 ビジネス交流会（懇親会）
6月2日（金）
13:00〜19:45
6月16日（金）
14:00〜18:30
7月10日（月）
午後
10月6日（金）〜
最長8日（日）

関東商工会議所女性会連合会
第 32 回総会＜千葉大会＞
社会貢献・観光委員会主催
● 総会、懇親会
●

東京ベイ幕張ホール

講演会

丸の内二丁目ビル

４委員会合同
サマーセミナー

ハイアットリージェンシー東京

第 49 回 全国商工会議所女性会連合会
北海道全国大会

北海道

11月9日（木）〜
全国商工会議所観光振興大会 2017in 前橋 群馬県前橋市
最長11日（土）
1月29日（月）
午後

新年懇親会

ホテル椿山荘東京

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。
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