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組織概要
設

立

1949 年 9 月

会員数 334 名（2018 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
東京商工会議所女性会は、全国の商工会議所女性会の中で、最も古い歴史を誇る女
性経営者・役員のための団体です。様々な業種・業界の会員がお互いに切磋琢磨しなが
ら、自主的に自身のキャリアアップや社会貢献活動に取り組んでおります。
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。これは、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。
昨年度は、女性経営者の目線から、真に必要とされる女性活躍推進に向けた取り組みや、
２０２０年オリンピック・パラリンピックを契機とした地域活性化について議論し、学ぶ活動を
行いました。また、女性経営者の資質向上のための研修や会員同士の交流会等も数多く開
催いたしました。
私が会長に就任してから早１年半が経過し、女性会に寄せられる期待の大きさを改め
て実感しているところです。日々変化していく社会情勢と会員のニーズをとらえ、会員の
皆様が参加したくなる事業を展開し、円滑な運営が出来るよう努めてまいります。
東商女性会は、２０１９年に創立７０周年を迎えます。歴代の役員の皆様が築かれてきた
伝統を将来につなげたいと考え、『伝える』というテーマのもと、魅力ある事業を企画し
たいと存じます。
今後も、皆様とともに会員それぞれの個性を活かし、一人一人が輝き、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

副会長

渡邉 光子

委員長・理事

志賀 律子

副委員長・理事 副委員長・理事

会田ミヨ子

理

事

安藤 邦子

丸田 清美

理

事

北島 アキ子

ビジネス研修委員会

副会長

藤岡 実佐子

会員交流委員会

委員長・理事

内川 あ也

副委員長・理事 副委員長・理事

石井 清香

遠藤 陽子

会長

藤沢

薫

社会貢献・観光委員会

副会長

委員長・理事

田口 絢子

作田 智子

副会長

委員長・理事

副委員長・理事

副委員長・理事

副委員長・理事

副委員長・理事

畠山 笑美子

理事

亀田 敦子

理

瀬良 衣香

事

大石アケミ

田中 洋子

理

事

中島 早苗

財津 澄子

理

事

井上 象英

倉光 美也子

永野

理

愛

事

小池 淑子

監事

南部 洋子

山田 美代子
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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

女性会の活動

（2017 年 4 月〜 2018 年 3 月）

会員総会

会員の皆様の団結で
素敵な女性会にしましょう

実施日： 2017年6月16日（金）
会 場： 丸の内二丁目ビル内会議室

6 月 16 日に、2017 年度の会員総会を開催しました。

また会議の後には、東商女性会 表彰内規第１項に基

会 議 で は 2016 年 度 の 事 業 活 動 報 告 と 収 支 決 算、

づき、役員として９年以上女性会に貢献されたとして田

2017 年度の事業活動計画と収支予算が決議されまし

中理事が、東商女性会 表彰内規第２項に基づき、退任

た。挨拶に立った藤沢会長から、
「会員の皆様は、それ

した役員のうち６年以上在任し女性会に貢献されたとし

ぞれが色々な才能や個性をもっていらっしゃいます。素

て、大津洋子会員、小山悠子会員、椿克美会員が表彰さ

晴らしいオーケストラがそうであるように、それぞれの

れました。いずれも、全商女性連 表彰規則第４項に基

個性を十分発揮すると同時に、団結して美しい音楽を奏

づき、商工会議所女性会等の活動に著しい功労があった

でられる女性会を目指してまいりましょう。
」と挨拶が

として連名にて行いました。

会員交流

会員交流懇親会

委員会

実施日：2017年5月12日（金）
会 場：ホテルグランドパレス

5 月 12 日（金）18 時より、九段下
のホテルグランドパレスに於いて、
会員交流委員会による会員交流懇親
会が開催されました。
畠山副会長の開会挨拶に始まり、
藤沢会長の挨拶、そして、各委員会
によるプレゼンテーションが行われ
ました。
この後、亀田理事による乾杯で中
華料理のコースでの会食が和やかに
始まり、ウキウキ！ヒッパレバンド
による昭和歌謡のミニコンサートと
ともに盛り上がりました。
60 名の出席による交流懇親会は、
田口委員長による三本締めによって
お開きとなりました。
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女性活躍・少子高齢化委員会

【4 委員会合同】

ビジネス研修委員会

会員交流委員会

サマーセミナー
超高齢社会

社会貢献・観光委員会

実施日：2017年7月10日（月）
会 場：ハイアットリージェンシー東京

「女性の感性と発想を活かした新たな取り組み」
女性活躍・少子高齢化委員会をはじめ 4 委員会合同でのセミナーを今年度も開催い

たしました。今回のテーマは、超高齢社会「女性の感性と発想を活かした新たな取り

組み」と題してグループごとに活発な意見が出され、研鑽を積むことのできた有意義
な場となりました。
第１部：講演会
演 題：超高齢社会「女性の感性と発想を活かした
新たな取り組み」

2030 年問題とその対応策を考える

講 師：渡邉 光子 副会長
2030 年 問 題 と は、 日 本 に お い て 2030 年 ま で

引き起こされるさまざまな問題を指しています。
2030 年には、日本の全人口の約 3 分の１が、高齢
者になると言われています。また、少子高齢化によ

・高齢者の能力や技術、特技を登録するスキルバンク
を作り、いろいろなコミュニティに派遣する

・少子化対策に高齢者を活かすということで、学童

保育のあと、高齢者が引き継いで預かるなど、高齢
者が楽しく生きがいを持って暮らせるよう、社会貢
献も実現出来て、いきいきと個人能力を発揮できる
場を提供することに狙いを定めたビジネス
などが考案されました。

る労働力の低下、GDP（国内総生産）の低下や人

材不足などの問題が生じると予測されています。こ
のような社会背景に対し、「女性の感性と発想を活

かした新たな取り組み」をテーマに、時代のニーズ
に沿ったサービス、商品開発、働き方、まちづくり
などについて「グループワークをしながら議論、ま
とめ、発表」するために、日本の各地の活動事例な
どを交えた講演がありました。
第２部：グループワーク

第 1 部の講演を受けて、
「2030 年問題を解決する

にあたって今までにない事業の取り組み」というテーマ

で、参加者が 9 グループに分かれてグループワーク
を行いました。

各グループの討論では、

・各地域で問題になっている空き家を活かして高齢
者同士のシェアハウスを作る

第３部：懇親会

終始和やかに懇親会は進行しました。新入会員の

方々、普段お会いする機会の少ない方々、ご無沙汰

している方々とも懇談する事ができて、あちらこち

らから聞こえてくる楽しそうな笑い声がありました。
また、渡邉副会長からグループワークの講評ののち
藤岡副会長より「優秀賞」の発表があり、大きな歓

声が上がり賞品（インテリアグッズ）が渡されました。
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勇気とやさしさ クリエイティブな発想と実践

会員交流
委員会

ゴルフを通じた
交流促進

第1回
実施日：2017年4月27日（木）
場 所：アスレチックガーデンゴルフクラブ

ビジネス
研修委員会

セミナー＆ディスカッション
「７つの思考力ハイブリット法」

実施日：2017年5月25日（木）
会 場：丸の内二丁目ビル内会議室
講 師： 株式会社グレディス 代表取締役

杉井 要一郎

氏

第2回
実施日：2017年11月21日（火）
場 所：高坂カントリークラブ

有志による女性会ゴルフコンペが2017年は２回開催され

ました。

第 1回は、アスレチックガーデンゴルフクラブで開催さ

れました。当日は、素晴らしい好天気のもと、春爛漫の
花香るグリーンでは、濃ピンク色の八重桜が、6組21名の
会員を迎えてくれました。

優勝は、亀谷広美会員、準優勝は、藤沢会長でした。
第2回は、高坂カントリークラブで開催され、8名が参加

しました。

優勝は杉田真奈美会員、準優勝は亀田理事、第3位は

原田久仁子会員でした。

32 名の会員参加者を得て、
「10 年から 20 年後には現在

の仕事の約 50 パーセントが無くなる !!」といわれる昨今の

危機感がある中、第 1 部は、エクゼクティブコーチ杉井
要一郎先生をお招きして『〜すべては経営者の未来型思考

できまる！〜 7 つの思考力ハイブリット法』というテーマ

で行いました。聞きなれない新しい視点での演題でしたが、
先生のかみ砕いた説明を頂き、視野を広げてものを捉える
きっかけとなりました。

7 つの思考力とは、
（1）長期的思考 （2）創造的思考 （3）

破壊的思考 （4）論理的思考 （5）感情的思考 （6）シス

テム思考 （7）アナログ思考から成り立ち、最終的にはそ
れらをハイブリットします。

これらを踏まえて 5 グループに分かれて「これまでにな

い新しいビジネス」を創り上げるというワークショップを
行いました。新ビジネスの立ち上げの前提は潤沢な資金と
抱負な人材です。

はじめはテーマに戸惑いがあった参加者も意見を出し

あっているうちに活発な討論となり、様々なビジネスの提
案ができました。

最後に藤沢会長から「新しいことを模索するときはすで

に同じことを多くの人が思いついているものですが、本日
は斬新かつとても参考になった。杉井先生の講義を受けら

れたのでこれを機会に益々研鑚を積んでいきましょう」と
の総評を頂きました。

また、
第 2 部のビジネス交流会では、
会場を移し、
和気藹々

として弾んだ時間の中で、第 1 部でのグループに対する評
価を参加者全員で拍手の大きさで決めるというサプライズ
があり、D グループが優秀賞を獲得しました。刺激あり驚
きありの勉強会で楽しく親睦を深めることができました。
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社会貢献・
観光委員会

「東京 2020 大会−
文化オリンピアードによる
活力の創出に向けて」

実施日：2017年6月16日（金）
会 場：丸の内二丁目ビル内会議室
講 師：（株）ニッセイ基礎研究所 研究理事

吉本 光宏

氏

ビジネス
研修委員会

日本の強みを知る企業
『羽田クロノゲート』視察

実施日：2017年9月27日（水）
視察先：羽田クロノゲート（企業視察）、
エアターミナルグリルキハチ（ビジネス交流会）

総 予 算 1 兆 5000 億 円 を 超 え る と さ れ る 東 京 オ リ ン

ピック、2020 年の 4 月には聖火リレーがスタートする
予定とのことでした。①オリンピック・パラリンピック

と文化 ②ロンドン大会の文化オリンピアード実績 ③東京

2020 大会の文化オリンピアードの実現に向けた動き、
そして、④文化オリンピアードへの戦略と、先生が私案

された 4 点を、DVD を拝見しながら、目からうろこの新
情報や認識を新たに、学ぶことの多いパラリンピックの実
態をも伺うことが出来ました。

また、過去のデータの中では、ストックホルム大会

での芸術的な競技、ヘルシンキでの芸術展示、そしてバ

ルセロナ大会での文化プログラムを中心にオリンピック
PR（広報活動）の傾向が大きく変わるターニングポイント
があったようです。

その中でとくに目立ったのは、これらのプログラムを

作成推進したロンドン大会では三人の女性が司令塔とし
て大きな役割を果たし、その功績が称えられたとのこと
でした。

4 年に一度のオリンピックであっても、そのテーマや

ビジョンは常に愛と世界平和、そして自然環境の保全で

あり、そこには、それぞれの国々の歴史と文化を大切に
守ろう！と云う理念が受け継がれていると言うことでし

た。今日流行語にもなっています、「レガシー」の役割
も重要であると再確認することが出来ました。

ビジネス研修委員会主催 羽田クロノゲート（ヤマト運輸

の最新物流ターミナル）の視察が開催され、25 名の会員が
参加致しました。

7 階建ての物流棟の 1 階には約 100 台の大型トラックが

着車できるバース、1 〜 2 階には、
「輸送スピード」を実現
すべく、仏社製 IT 化された巨大無人仕分けシステム、3 〜

7 階には、多彩な「付加価値機能」を提供する施設があり
ます。1 階でトラックから降ろされベルトコンベアに乗せ

られた荷物は、2 階へ上がり、①貼られたバーコードが読
み取られ、②セルと呼ばれるベルトコンベア上に並んだプ

レート 1 枚に一個ずつ乗せられ、③荷物の行先の分岐に到
達した時にセルから降ろされます。参加者からは、ベルト

コンベアが猛スピードの動きながらスムーズに仕分けして
いることや、巨大なシステムをコントロールする IT の威力

に感嘆の声があがりました。これらは 1 日 24 時間、365
日稼働しているとのことでした。

視察後、タクシーに分乗して羽田空港ビルへ移動し、

ビジネス交流会が行われました。ワイドスパンのガラス窓

を通して夕暮れから夜景へダイナミックに変化する空港を
眺め、おいしい料理をいただきながら、情報交換と懇親を
致しました。
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勇気とやさしさ クリエイティブな発想と実践

日印女性会
懇談会

女性活躍推進に向けた
相互交流

実施日：2017年9月6日（水）
会 場：コンファレンススクエアＭ＋内会議室

インド商工会議所連合会女性会との懇談会を 27 年ぶり

に開催し、東商女性会と全国商工会議所女性会連合会から
33 人、インド女性会からは 41 人が参加しました。

が展示されており、参加者はガイドの説明に熱心に耳を傾ける

とともに、数多くの貴重な資料に触れながら、歴史に思いを馳
せていました。

夜にかけて訪れたゴジラヘッドのあるホテルグレイスリー新

宿では、新宿の持続的な発展に向けた観光資源の開発や地域
振興の取り組みについて、一般社団法人新宿観光振興協会の

事務局長による講演を開催しました。その後は懇親会を開催

し、参加者同士の交流を図られ、大変有意義な視察会となり
ました。

藤沢会長は冒頭の挨拶で、「商工会議所女性会は女性な

らではの視点で、女性活躍推進や社会貢献などの取り組み
を行っており、地域で高い評価を受けている」と述べまし
た。また、2018 年 1 月には日商・東商が経済ミッション

を派遣することなどに触れ、
「日印関係はこれからますま
す活発化していく」と期待を込めました。その後の懇談で

は、日本側より、政策提言活動や、「女性起業家大賞」な
ど活動の説明や、女性が輝く企業マネジメントに関する事
例紹介があり、インド側からは女性が活躍する環境づくり
などについて発表されました。

社会貢献・
観光委員会

女性活躍・
少子高齢化
委員会

「夢を、
貧困につぶさせない」
〜子供の貧困の現状と対策について〜
実施日：2017年11月28日（火）
会 場：丸の内二丁目ビル内会議室
講 師： 内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付参事官
（子どもの貧困対策担当） 相川 哲也 氏

各地
女性会

都内４商工会議所女性会共催
バスタ新宿・漱石山房記念館・
ゴジラヘッド視察会

実施日：2017年11月24日（金）
視察先：バスタ新宿、新宿区立漱石山房記念館、
ホテルグレイスリー新宿等

関商女性連・2017年度政策委員会活動として、都内4女性

会共催視察会を開催し、東商女性会会員18名を含む50名が
参加しました。

全国39都府県を結ぶ日本最大のバスターミナルとして2016

年に開業したバスタ新宿では、多くのバスが行き交う施設内を
見学しながら、国土交通省より建設の経緯や、施設の概要等

について説明を受けました。その後、夏目漱石の初となる本格
的記念館として、生誕150周年にあたる2017年９月にオープン
した漱石山房記念館を訪れました。記念館には、漱石山房の
一部が再現されており、さらには漱石の書簡など貴重な資料
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相川氏は子供の貧困に関する現状を解説されました。①月

二回の支援を続けている「フードバンク」。②「学習支援教室」

を行う学生ボランティア。③主婦たちのボランティア活動「こど
も食堂」。何れもＮＰＯ法人として正式に活動を行っている映
像も拝見しました。口ぐちに語られるのは 子供の将来の夢を

実現させる為の第一歩です・・・ と。笑顔で力強い言葉に感慨

深い思いが頭をよぎりました。また、相川氏の、貧困の連鎖を

どう食い止めるか、生まれ育った環境によって、教育の機会が
保たれない子供たち、健やかな成長に必要な衣・食・住が確保
されていない子供が居るこの現状、日本社会の今後を考え、家
族の在り方が大きく変わっ

たことや社会の仕組みと
地域コミュニティーの変化
にも起因するのではないか

と、実態が見えにくいだけ
に将来に向けた検討課題

の重要性を改めて感じてい
ると語っていました。

ビジネス
研修委員会

グローバル社会で輝く
『女性経営者のための
パフォーマンス術』

実施日：2017年11月29日（水）
会 場：ボウ・デパール青山倶楽部
講 師：一般社団法人パフォーマンス教育協会
理事長 佐藤 綾子 氏

その他、千葉県内の名産・特産品が多数取り揃えられた

物産展や、ロビーでのハープ＆フルート演奏など、千葉女
性会始め県内女性会の皆様の団結力とおもてなしの心が感
じられました。

短い時間でしたが、千葉の地域資源を満喫すると同時に、

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。

ビジネス研修委員会主催の講演会及びビジネス交流会を、

38 名の参加者を得て開催致しました。

佐藤先生は「表現されない実力は無いも同じだ」を提唱さ

れておられ、はじめはパフォーマンス術の捉え方がわからな

かった私たちでしたが、先生の魅力的でパンチのある表現に
圧倒され、綾子ワールドに惹きつけられてしまいました。

また、ロゴス（理論性）
、エトス（信憑性）
、パトス（感情）

の関係など、パフォーマンス学というのは、しっかりした

統計学と分析によって成り立っていることがわかり、素晴
らしい先生との出会いになりました。

各地
女性会

関商女性連との共催講演会

「魅力的なコミュニケーションで
つくる Win − Win な関係！」

実施日：2018年3月14日（水）
会 場：JP タワーホール＆カンファレンス
講 師： フリーキャスター／千葉大学客員教授

各地
女性会

関東商工会議所女性会連合会
第 32 回総会＜千葉大会＞へ
参加

実施日：2017年6月2日（金）
会 場：東京ベイ幕張ホール

木場 弘子

氏

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、2018 年度は、フリーキャスター
で千葉大学客員教授の木場弘子氏を講師にお招きし、
「魅力

的なコミュニケーションでつくる Win − Win な関係！」
と題して開催されました。当日は、56 女性会から 346 名
の会員が参加しました。

テレビ出演やモデレーター、講演など多方面で活躍され

関東商工会議所女性会連合会 第 32 回総会が東京ベイ

ている木場氏は、自らの体験について語り、コミュニケー

名の会員が集まり、
東商女性会からは 38 名が参加しました。

かすことや相手を慮ることの重要性について語られました。

ころを動かす言葉」と題した記念講演のほか、
「ふろしき王

参加者にとって実りの多い講演会となりました。

幕張ホールで開催されました。当日は 77 女性会から 801
総会後は、フリーアナウンサーの加賀美幸子氏による「こ

ションの基本 7 ケ条について触れながら、縁を最大限に生

ユーモア触れる語り口から、会場からは笑いが絶えず、

子」こと横山功氏によるデモンストレーションが行われま

した。
「ふろしきで防災」と題し、大会記念品でもあるふろ
しきの活用法を楽しく学びました。

懇親会では、オープニングアトラクションとして地元・

桜林高校和太鼓部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。歓談中も、千葉交響楽

団による演奏や、郷土料理である太巻き祭りずしの実演な
どがあり、千葉の魅力が凝縮された会となりました。
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勇気とやさしさ クリエイティブな発想と実践

会員交流
委員会

新たなる新年の幕開け
新年懇親会

実施日：2018年1月29日（月）
会 場：ホテル椿山荘東京 ボールルーム

各地
女性会

第 49 回全商女性連・
北海道大会へ参加

実施日：2017年10月6日（金）〜7日（土）
会 場：北海道立総合体育センター（北海きたえーる）

北海道札幌市において、第 49 回全国商工会議所女性会

連合会北海道全国大会が開催され、東京商工会議所女性会

からは、29 名の会員が参加しました。なお、各地商工会議
所女性会からは、約 2,700 名の参加があり、大変盛況とな
りました。

全国商工会議所女性会連合会の藤沢会長は、
「商工会議所

の使命は、いかに地域を活性化し、元気にしていくかであり、
その一翼を担う私たち女性会は、女性ならではの感性や潜
在力を最大限に発揮し、これまで以上に、女性活躍のため
の環境整備、地域活性化に向けて、強いリーダーシップを
発揮していかなければならない」と述べるとともに、
「今こ
晴天に恵まれた 1 月 29 日夜、総勢 218 名の参加のもと

賑やかに挙行され、多くのご来賓、会員企業の皆様、また

ゲストの方々が晴れやかな装いで集い、親交を深めました。
藤沢会長から、2020 年の東京オリンピックに向け、近

年 70 周年を迎える女性会の社会的意欲と、会員はじめ現
在の会の活動を支えて下さる皆様へのお礼の心が述べられ
ました。

ご来賓として、東商・三村会頭より、躍進めざましく海

外からも訪問団を迎える明るい女性会への期待や、今秋竣

工の東商ビルと「東商創立 140 周年事業」についてのお話
をいただき、内閣府男女共同参画局

武川恵子局長より、

繁栄する女性会へのお祝いの言葉と、現在の日本において
女性の活躍が更に期待される分野や、行政での今後の取り
組みなどについてうかがいました。

東商・石田専務理事がシャンパングラスを掲げての「乾

杯！」で、なおのこと宴席は華やぎ、ホテル椿山荘東京の
洋食料理長のご説明をうかがいながら、この日のための特
別メニューを楽しみ、歓談しました。

その後ステージは一転し、メインアトラクションである

「情熱の TANGO」が始まると、日本が世界に誇るバンド

ネオン奏者、京谷弘司タンゴトリオによる『エルチョクロ』
や『リベルタンゴ』など数々の演奏に合わせ、素敵なダン

スも次々に披露され、雰囲気はホットに盛り上がりました。
そして、お楽しみ抽選会では、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かげで大盛況でした。
楽しい時間はあっと言う間に過ぎ、中締めに畠山副会長

から、場内の皆様に本日の趣向をうかがいますと、一斉に

温かい拍手をいただくことが出来ました。席を立った一同
全員で、更なる健勝と繁栄を祈り祝い締めとし、お開きと
なりました。
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そ、各地域の女性活躍を牽引するとともに、一人一人が輝

く女性経営者団体として、さらなる活動を展開していこう」
と呼びかけました。

続いて、日本商工会議所の三村会頭が挨拶に立ち、
「わが

国の経済は、民間による成長のステージを迎えている。経
済成長の主役は、あくまで民間企業で、経営者自らがデフ

レマインドを払拭して、積極的な経営姿勢に転じることが、
経済の好循環をもたらし、日本経済再生と地方創生の実現
につながる。中でも、女性の柔軟かつ、大胆な発想と実行

力は、成長のための重要な鍵となっており、是非とも各地

女性会において、それぞれの地域の活動をけん引していた
だきたい。
」と女性会の活躍に期待を寄せました。

続いて、八木大会長、岩田会頭（北海道商工会議所連合会）

から歓迎の挨拶、来賓の皆様が祝辞を述べられました。

その後は、第 16 回女性起業家大賞授賞式と全国商工会

議所女性会表彰授賞式が行われました。

最後に、次回の開催地である岩手県商工会議所連合会が

総会の PR を行った後、連合会旗が藤沢会長から佐々木会
長（岩手県連会長）に引き渡されました。

東京商工会議所女性会
今後の事業予定
日

時

（2018 年 3 月現在）

事業名

会

4月13日
（金） 会員交流委員会主催
18:00〜20:00 新入会員を囲む懇親会

5月18日
（金）

場・場

所

ホテルグランドパレス

会員交流委員会主催
第 1 回会員交流ゴルフコンペ

東松苑ゴルフ倶楽部

5月24日
（木） ビジネス研修委員会主催
15:00〜18:45 サイバーダインスタジオ視察会

サイバーダインスタジオ

5月29日
（火） 関東商工会議所女性会連合会
13:00〜19:30 第 33 回総会＜埼玉大会＞

大宮ソニックシティ、
パレスホテル大宮

6月11日
（月）
14:30〜18:30

●
●

ビジネス研修委員会主催
総会、懇親会

講演会

丸の内二丁目ビル

7月25日
（水） 女性活躍・少子高齢化委員会主催
17:00〜18:30 講演会

丸の内二丁目ビル

10月3日
（水） 第 50 回全国商工会議所女性会連合会
〜最長5日
（金） 岩手総会

岩手県盛岡市

11月5日
（月） 全国商工会議所観光振興大会
〜最長7日
（水） 2018 in 会津若松

福島県会津若松市

11月29日
（木） ビジネス研修委員会主催講演会

日立目白クラブ

1月28日
（月）
新年懇親会
17:30〜20:00

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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