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組織概要
設

立

1949 年 9 月

凛たる女性の至誠と信頼

活動スローガン
目

会員数 330 名（2020 年 3 月末現在）

日々新たに「今」
「ここ」を生きる

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

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。
東京商工会議所の活動の一翼を担う団体として、女性の柔軟かつ大胆な発想と実行力を最大限
に活かし、女性が一層輝ける環境づくりを目指し活動してまいります。

交流・観光
委員会

会員の交流促進な
らびに観光振興を
通 じ た 地 域 支 援、
各地女性会との
ネットワーク強化
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社会貢献・
少子化
委員会
女性経営者の視点
や経験を活かした
持続可能な社会づ
くりへの貢献

イノベーション
推進委員会

国際ビジネス
委員会

女性経営者の資質
向上や生産性向上
に資する新たな事
業価値やアイディ
アの共有

会員の国際ビジネ
ス推進に資する情
報収集や支援機関
とのネットワーク
強化

ご挨拶
東京商工会議所女性会は 1949 年に設立され、全国の商工会議所女性会の中で最も

長い歴史を誇る、女性経営者のための団体です。これまで、わが国の社会・経済が

大きく変化するなかで、諸先輩方が常に先頭に立ち、女性の地位向上や女性が活躍する

ための環境づくりに向け、力を注いでくださいました。

元号が令和に変わり、新たな時代が幕を開けました。新一万円札の肖像には、東京商工

会議所初代会頭の渋沢栄一翁が選定され、今まで以上に商工会議所への注目が集まっ

ています。

東京商工会議所女性会は、2019 年 10 月に理事選任選挙を行い、11 月から新しい

体制のもと活動をスタートしました。今期は、 凛たる女性の至誠と信頼 日々新たに「今」

会長

「ここ」を生きる のスローガンを掲げ、東京商工会議所の活動の一翼を担う団体として、

市瀬 優子

女性の柔軟かつ大胆な発想と実行力を最大限に活かし、女性が一層輝ける環境づくりを

目指し活動していきたいと存じます。

これからも、会員が協調性をもちながら女性がより輝ける社会の実現に向けて活動を

展開し、新たな歴史を刻み、後世に誇ることができる素晴らしい女性会をつくっていき

ましょう。

交流・観光委員会

副会長

内川 あ也

社会貢献・少子化委員会

委員長・理事

原

恵子

副委員長・理事 副委員長・理事

梅本 惠子

理

事

監

事

畠山 笑美子

真下 美由起

中村 清美

理

事

柳内 光子

副会長

財津 澄子

委員長・理事

南部 洋子

副委員長・理事 副委員長・理事

石川 元子

理事

宇都 ひろ子

丸田 清美

理事

前田 恵子

イノベーション推進委員会

副会長

倉光 美也子

委員長・理事

志賀 律子

副委員長・理事 副委員長・理事

安藤 邦子

理

事

監

事

大石 アケミ

北島 アキ子

理

事

亀田 敦子

国際ビジネス委員会

副会長

委員長・理事

副委員長・理事

副委員長・理事

緒方 智英子

石井 清香

理

事

小池 淑子

須永 明美

遠藤 陽子

理

事

田中 洋子

毛塚 真紀
※2020年7月3日現在役員
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凛たる女性の至誠と信頼 日々新たに「今」「ここ」を生きる

東京商工会議所女性会の活動

（2019 年 4 月〜 2020 年 3 月）※標記中の役職は実施日の役職です。

東京商工会議所女性会創立 70 周年記念式典・祝賀会

テーマ：伝える 〜未来に向かって〜
実施日： 2019年6月3日（月）15:45〜20:50
会 場： パレスホテル東京 2 階 「葵」
参加者：623 名

6 月 3 日、 創 立 70 周 年 記 念 式 典・ 祝 賀 会 を 開 催 し、

三村会頭はじめ副会頭のほか、片山さつき女性活躍担当・
内閣府特命担当大臣や小池百合子東京都知事等をご来賓
に迎え、623 人が参加しました。

藤沢会長は式典の冒頭、「女性会は『勇気とやさしさ

クリエイティブな発想と実践』をスローガンに掲げてお

り、今後も女性がより輝ける社会の実現に向けて活動を
続けたい。会員とともに新たな歴史を刻み、後世に誇れ
る素晴らしい女性会をつくっていきたい」と力強く挨拶
しました。
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続いて三村会頭は「本日の式典が『伝える』をテーマ

に開催したことは、残すべき大事なものをつないでいく

という想いを示した点で非常に意義深い」と述べた上で、

「東商 150 周年に向けて、渋沢栄一初代会頭の精神を次
世代につなぎ、『令和』の時代をより希望に満ちた日本

をつくり上げる出発点とするため、今後も東商女性会と
ともに歩んでいきたい」と挨拶されました。

当日はその他、コンサート、シンポジウム、永年会員

への花束贈呈、人間国宝 野村万作氏による祝舞等が行わ
れ、会場は大いに盛り上がりました。
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凛たる女性の至誠と信頼 日々新たに「今」「ここ」を生きる

四委員会
主催

新体制による令和初の
新年懇親会

実施日：2020年1月30日（木）
会 場：ホテル椿山荘東京 ホテル棟

1階

ボールルーム

1 月 30 日、ホテル椿山荘東京にて、内閣府男女共同参
画局の池永肇恵局長をはじめ、東京商工会議所の三村明
夫会頭、他多数のご来賓をお迎えして、令和初の新年懇
親会が開催され、208 名が参加いたしました。
参加者の艶やかな装いで一段と華やかさを増した中で、
正副会長が登壇し、昨年 10 月の理事選任選挙後、新体
制でのぞむ初の新年懇親会開催にあたり、冒頭に市瀬会
長は「今期のスローガンに 凛たる女性の至誠と信頼
日々新たに「今」
「ここ」を生きる を掲げました。
『凛』
は背筋が伸び、きりりと一本筋が通り、情熱と勇気をもっ
た女性経営者を表し、
『至誠』は誠実を尽くす心の姿勢で
す。今後共、ご指導ご鞭撻をお願い申し上げます」と挨
拶しました。
続いて来賓を代表して池永局長から「女性の活躍なく
して日本の経済の活性化はありえません。これからもご
協力を頂くことをお願い申し上げます」と期待を込めた
祝辞を頂きました。 来賓のご紹介後、アトラクションが
催され、生田流 榎戸二幸氏による素晴らしい筝曲演奏が
あり、和やかな雰囲気に包まれました。 そして、石田徹
専務理事からの乾杯のご発声で懇親会がはじまりました。
また今回の新年懇親会では、2020 東京オリンピック・
パラリンピック、新紙幣の肖像画に決まった渋沢栄一翁、
IT 関連といった時代を象徴する 3 つのブースが設けられ
ました。東商を代表して挨拶に立った三村明夫会頭より、
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いよいよ間近に迫った 2020 東京オリンピック・パラリ
ンピックや初代会頭の渋沢栄一翁から受け継がれる精神、
女性活躍社会といった多方面から女性会への励ましのお
言葉をいただきました。
その後、新入会員 21 名の紹介があり、恒例のお楽し
み抽選会では女性会や東商役員賞、特別賞など豪華な賞
品の数々に会場から拍手と歓声が沸き上がり、大いに盛
り上がりました。
最後は、緒方副会長による健勝と繁栄祈念の祝い締め
で閉会となりました。

会員総会

会員が一丸となって活動を
展開していきましょう

実施日： 2019年7月22日（月）
会 場： 東京商工会議所 ５階 Room A1・2

7 月 22 日に、2019 年度の会員総会を開催しました。

冒頭、藤沢会長から、「東商女性会創立 70 周年記念式

社会貢献・
観光委員会

『「古事記」
の中の伝説 』
―語り継ぐ愛と創造の
ものがたり 第 2 回

実施日：2019年7月30日（火）
会 場：紀尾井フォーラム
ホテルニューオータニガーデンコート1 階

2019年3月に開催された講演会
「
「古

典・祝賀会には、多くの皆様にご参加いただき、御礼申

事記」の中の伝説』―語り継ぐ愛と創

来る素晴らしい女性会を作っていけるよう、共に頑張っ

となり、社会貢献・観光委員会今年

し上げます。創立 70 周年を機に、後世に誇ることが出
ていきましょう。今年度は、現体制の最終年度となって
おります。一人ひとりが輝く女性経営者団体として、発

想力と行動力を活かした具体的な活動が求められていま
すので、引き続き、ご支援、ご協力を賜りますよう、お
願い申し上げます」と挨拶がありました。

会議では 2018 年度の事業活動報告と収支決算、2019

年度の事業活動計画と収支予算が決議されました。続い

て、創立 70 周年記念事業の結果報告、2019 年度のス

ケジュールや理事選任にともなう臨時総会の開催につい
て説明がありました。

会員交流
委員会

新入会員を囲む
懇親会

実施日：2019年6月26日（水）
会 場：六本木ヒルズ森タワー
51 階 ヒルズクラブ ホライズンルーム

6 月 26 日 12 時より、六本木ヒルズ森タワー 51 階の、

ヒルズクラブ ホライズンルームにて、会員交流委員会主
催による「新入会員を囲む懇親会」が開催されました。

造のものがたり」がお陰様で大変好評
度最初の事業として、第二弾の講演会
を開催させていただきました。日本人
のルーツとされる神々について書かれ

た、日本最古の歴史書である「古事記」は 1300 年前に作ら

れたものであり、
「天と地」
「神々の誕生」
「造化の三神」な

どの基本的な説明から講演が始まりました。井上講師から本
を読むだけでは実感できない「古事記の世界」をよりわかり
やすく、神々の思いが私たちに伝わっていくように大変わか
りやすく説明して頂きました。また、マーク・エステル先生

の絵画がより美しく華を添え、古事記の世界が私たちの目の

前に広がっていくようで、あっという間に講演が終了した感
がありました。最後の質疑応答においては日頃から古典に親
しんでおられる会員から造詣の深い内容の質問もあり、理解
がより一層深まりました。古事記の世界を実感しながら、素

晴らしいルーツを持つ日本という国を知ることができ、有意
義な時間を過ごすことができました。

東京ガーデンテラスの新しい商業施設にあるアジアンビス

トロ Dai（東京ガーデンテラス 2 階）にて夏の夜にぴったり

な本格エスニック料理を中心に、多彩な料理とおいしいお酒
をいただきながら、ご参加の皆様で楽しく歓談することがで
きました。

藤沢会長の挨拶に続いて、当日参加した新入会員が紹

介されました。その後、女性会の四委員会の特徴が新入

会員に説明されました。 今回の新入会員を囲む懇親会は、
旬のダージリンティーを、ワインのように楽しみながら素

敵なランチタイムを過ごすことをコンセプトとしており、
指田会員によるダージリンティーについての講習を聞きな
がらの歓談となりました。 最後に全員で記念写真を撮影
し、42 名の出席による「新入会員を囲む懇親会」は、温
かな笑顔の海の中でお開きとなりました。

会員交流
委員会

2019 年度
会員交流ゴルフ大会

実施日：2019年9月26日（木）
会 場：高坂カントリークラブ

赤とんぼが飛び交う秋空の下、高坂カントリークラブにお

いて 9 名様のご参加を頂き盛大にゴルフ大会が開催されまし

た。久しぶりのゴルフの方、
ベテランの方、
初めてご参加の方、
それぞれの皆様方が思
い思いに新しいルール
にのっとり秋の 1 日を

お楽しみいただきまし

た。 優 勝 は 亀 田 敦 子
会員、ベスグロは北島
アキ子会員でした。
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凛たる女性の至誠と信頼
日々新たに「今」「ここ」を生きる
凛たる女性の至誠と信頼 日々新たに「今」
「ここ」を生きる

ビジネス
研修委員会

視察船 新東京丸 で巡る
話題のエリア東京湾と2020
オリンピック・パラリンピック
会場巡り

実施日：2019年7月24日（水）
視察先：竹芝小型船船着場〜東京湾

説明しながら投影いたしました。
「時代にマッチした、皆が
自然に参加をしたくなるような数々の活動ができた」と再認
識をした会となりました。

各地
女性会

ビジネス研修委員会主催の視察会が開催されました。参加

者 35 名の会員が竹芝埠頭に集合し、内川委員長から船内で
のルール説明後、新東京丸に乗り込みました。東京都所有の

視察船東京丸は、40 年以上、海に関わる仕事をし、ベテラン
ガイドさんの幅広い知識と軽妙な語り口で、ユーモラスな説

明を聞きながら、航路に沿って沢山の施設や船を船窓から視

察しました。下船後、東京オリンピック・パラリンピックの
ロゴマークのついた新東京丸の前で記念写真撮影をし、藤岡

副会長から「貴重な体験ができた」などと挨拶があり、その

後、隣接するホテル インターコンチネンタル東京ベイのレ

ストランで、
山崎名 誉 会

長の乾杯の

岐阜商工会議所女性会との
懇親会

実施日：2019年7月23日（火）
会 場：センチュリーコート丸の内

岐阜商工会議所女性会創立 40 周年記念行事の一つとし

て行った東京視察を機に、岐阜商工会議所女性会との懇

親会を開催し、東京女性会は 11 名、岐阜女性会は 9 名が

参加しました。 藤沢会長からの挨拶後、各女性会の活動
状況について説明があった後、意見交換が行われました。

女性が輝く社会の実現に向け、これからも互いに自己研鑽に
励みながら交流・懇親を深め、商工会議所女性会の更なる

発展を目指していくことなどを共通認識とし、岐阜女性会の
杉山会長の中締めで和やかなうちに閉会しました。懇親会後
は、 皇 居 特 別

ご発声でラ

見学ツアーが

ンチ交流会

実 施 さ れ、 宮

が開催され

内 庁 や 楽 部、

ました。

〜令和時代における
ビジネス
経営者のあるべき姿〜
研修委員会
『経営者の使命』
実施日：2019年9月17日
（火）
会 場：完全会員制ホテル 東京ベイコート倶楽部 ホール

講演会＆ビジネス交流会が、会員のご紹介による完全会員

制の都心のリゾート型ホテルで開催され、満席の参加をいた

だきました。講師の坂本光司先生は、元法政大学大学院教授

二 重 橋、 東 庭
などの皇居内

を廻りました。

各地
女性会

実施日：2019年9月18日
（水）
会 場：丸の内ビルディング35 階 サンス・エ・サヴール

新潟商工会議所女性会の東京訪問にあたり、新潟商工会

で人を大切にする経営学会会長など務められ、第 1 部の講演

議所女性会との懇親会を開催し、東京女性会は 8 名、新潟

ている。企業の目的は利益最大化ではない」
「幸せの実現」

各女性会の活動状況について説明があった後、意見交換が

会では「世の中が変わり始めている。企業を見る目が変わっ
が企業の目的であると説かれました。第 2 部の懇親会は畠山
副会長の乾杯のご発声後、コース料理をいただきながら歓談

をいたしました。今回がビジネス委員会最後の事業となり、
委員会活動の『3 年間の歩み』を綴ったスライドを、委員が

女性会は 16 名が参加しました。 藤沢会長からの挨拶後、
行われました。

眺めの良い高層階のレストランでの美味しい食事を楽しみ

ながら、和やかな雰囲気のもと、活発な名刺交換や情報交換
がされ、相互の連携・交流を深める大変有意義な機会となり
ました。

最後に全

員で記念写

真を撮影し、
温かな笑顔
の中でお開
きとなりま
した。
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各地
女性会

関東商工会議所女性会連合
会第 34 回総会＜栃木大会＞
（2019 年度）へ参加

実施日：2019年5月22日
（水）
会 場：小山市立文化センター、
小山グランドホテル

関東商工会議所女性会連合会第 34 回総会が小山市立文

化センターと小山グランドホテルで開催され、当日は 75
女性会から 695 名の会員が集まり、東商女性会からは 22
名が参加しました。

総会後は、自治医科大学教授 小宮根 真弓氏による「女

性の活躍推進〜いつまでも美しいお肌で輝く！」と題した

記念講演会のほか、丹野 井成寿 氏（琴・尺八演奏）による

続いて、宮之原会長（鹿

児島女性会会長）
、岩崎会

長（鹿児島県商工会議所

連合会）から歓迎の挨拶
が述べられました。さら
に、来賓として、鹿児島

県知事の三反園訓氏（代理：中村かおり副知事）
、鹿児島市
長の森博幸氏、経済産業省九州経済産業局の塩田康一局長

が祝辞を述べました。その後は、第 18 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倉敷商工会議所女性会連合

会が全国大会のＰＲを行った後、連合会旗が藤沢会長から
丸山会長 ( 倉敷女性会会長 ) に引き渡されました。

アトラクションが行われました。懇親会では、Ｒｅｎ氏によ

るケーナ演奏が披露されました。その他、栃木県内の名産・
特産品が多数取り揃えられた物産展も催され、栃木県内女性

会のおもてなしの心が感じられました。短い時間でしたが、
栃木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。

各地
女性会

第 51 回全国商工会議所
女性会連合会
鹿児島全国大会

実施日：2019年9月6日（金）
会 場：鹿児島アリーナ

鹿児島県鹿児島市において、第 51 回全国商工会議所女性

各地
女性会

都内 4 商工会議所女性会共催

武蔵野市内 NTT 技術史料館・
武蔵野クリーンセンター視察

実施日：2019年9月20日（金）
会 場：NTT 技術史料館・武蔵野クリーンセンター

都内 4 女性会では地域振興をテーマとして、武蔵野が

今回幹事となり、東京、八王子、町田商工会議所の女性

会員を招き、NTT 技術史料館、武蔵野クリーンセンター

を巡る視察研修を行いました。まず、暮らしへ社会へ、
世界へと広がった NTT の情報通信技術を歴史と技術の 2

点から学ぶことができる「NTT 技術史料館」を訪れ、数
多くの貴重な史料とともに、明治 2 年の電報事業開始か
ら今日までの NTT グループの通信事業の歴史を社会の動

会連合会鹿児島全国大会が開催され、330 女性会から 2,574

きを年代順に見学し、次に電気通信を支える様々な技術

全国商工会議所女性会連合会の藤沢会長は、
「全商女性連

1 日より本格稼働し、最新の焼却・排ガス処理・発電シ

動のおかげで、今や全国 417 女性会、約 22,000 会員を抱

ター」を見学しました。見学会の冒頭では施設の管理者

きた。現代を生きる私たちは、諸先輩方から受け継いだ立

設では、ごみ収集車が集めてきたごみをピットへ投入す

ないでいかなければならない」と述べるとともに、
「新たな

どによる停電時においても電気と蒸気を生み出し、焼却

る女性のリーダーとして、また、一人ひとりが輝く女性経

るガスコージェネレーション、全国トップレベルの排ガ

いきましょう」と呼びかけました。 続いて、日本商工会議

てできた灰から金属類などの不適物を取り除いてエコセ

資は底堅く、比較的堅調に推移しているが、米中貿易摩擦

了後の懇親会は吉祥寺第一ホテルにて開催し、季節の料

者は、自らの企業の成長力強化、IT への設備投資、生産性

会員との交流が十分図られ、有意義な事業となりました。

名の会員が集まり、東商女性会からは 16 名が参加しました。

の発展を分野ごとに見学しました。続いて 2017 年 4 月

は、1969 年の創立から半世紀を迎え、諸先輩方の弛まぬ活

ステムや高い安全性を兼ね備えた「武蔵野クリーンセン

える日本最大級の女性経営者団体にまで成長することがで

である武蔵野市の松下玲子市長が挨拶を行いました。施

派なバトンを、常に新しい視点を持ち、一層発展させてつ

る臭い漏れ防止機能の付いたプラットフォーム、災害な

令和の時代を迎え、心新たに、各地域の女性活躍を牽引す

炉などの再稼働と、市役所等市関連施設へ電気を供給す

営者団体として、未来を拓いていく活動と成果を追求して

ス自主規制値をクリアしている焼却炉室、ごみを燃やし

所の三村会頭が挨拶に立ち、
「わが国経済は、国内の設備投

メントの原料にする灰選別室等を見学しました。視察終

などにより予断を許さない状況である。われわれ企業経営

理と、舞踊家佳卓氏の歌と踊りを堪能しました。各女性

向上、多様な人材の活躍推進に取り組むことが求められる。
これら経営課題を克服するとともに、地域の明るい未来を
切り開くための鍵は、何より女性の力である。令和の時代

にふさわしい女性ならではの柔軟かつ、大胆な発想と実行

力で、これまで以上に地域経済に新たな活力を与えてい

ただきたい」と女性会の一層の活躍に期待を寄せました。
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凛たる女性の至誠と信頼 日々新たに「今」「ここ」を生きる

交流・観光
委員会

全国商工会議所観光振興大会
2020 in 金沢
守るチカラ。創るチカラ。
〜伝統と革新〜

実施日：2020年2月13日
（木）
〜15日
（土）
会 場：石川県金沢市

2 月 13 日〜 15 日、石川県金沢市において、全国商工会

議所 観光振興大会 2020 in 金沢「守るチカラ。創るチカラ。
〜伝統と革新〜」
（日本商工会議所・金沢商工会議所主催）
が開催され、全国約 200 の商工会議所から役職員約 1,200
名以上が参集、東商女性会から 23 名が参加致しました。
分科会

初日の 13 日はホテル日航金沢などで、
「伝統と革新〜地

域の個性を生かした観光創生〜」をテーマに５つの分科会
からスタート。各会場は参加者で埋め尽くされ、幅広い分

野の個性豊かなパネラーが登壇、白熱したディスカッショ

エクスカーション

午後からは希望するコースに分かれて、石川県の魅力を

堪能するエクスカーションへと向かいました。

ゆく先々で、今回のテーマにも掲げられた〜伝統と革新

〜を感じ、充実したひと時を過ごし、帰路につきました。

ンが交わされました。
全体交流会

続いて、会場を ANA クラウンプラザホテル金沢に移し

全体交流会が催されました。

舞台を埋め尽くした金沢芸妓総出の圧巻のアトラクショ

ンに見入り、地元の美酒や彩られた郷土料理に舌鼓をうち、
地域を超えた交流を楽しみました。
経営者との交流会

そして、全体交流会終了後には特別に企画した、東商女

性会参加者と金沢の女性経営者の交流会を開催、合計 45
名が参加致しました。

５つのグループに分かれ、女性リーダーやワークライフ

バランス等の２つのテーマで、経営者の研さんと意見交換
を致しました。
全体会議

翌 14 日には石川県立音楽堂コンサートホールにて全体

会議が開催され、日本商工会議所 三村明夫会頭の開会挨拶
がありました。

2019 年度「全国商工会議所きらり輝き振興大賞」授賞式、

基調講演やパネルディスカッションの後、金沢アピールが

採択されました。最後に次回、2020 年度の沖縄大会の紹介
がされ閉会致しました。

女性首長による びじょん ネットワーク

女性も輝く時代を切り拓く
実施日：2019年11月16日
（土）
会 場：東京商工会議所 ５階 東商グランドホール
（ 現「東京商工会議所 渋沢ホール」）

女性の力を最大限発揮できる社会の実現を目指し

て、行政と経済界とが手を携えて地域の活性化を図る

ことを目的として、全国の女性首長と経営者による
会議「女性首長によるびじょんネットワーク」が開催

され、東商女性会から約 50 名の会員が参加しました。
当日は、基調講演「激変する経済環境をチャンス

に変えるにはー女性リーダーが出来ること」や、「持

続可能な社会におけるこれからの生き方・働き方」
をテーマとしたパネルディスカッションなどが行われ
ました。
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新体制による四委員会
交流・観光
委員会

会員のプラスαの交流促進ならび
に、観光振興を通じた地域や各地
女性会とのネットワーク強化

『プラスαの人的・知的交流を目指す』

イノベー
ション
推進委員会

AI や IoT だけでなく 、
事業をスムーズに運営する
イノベーション

イノベーションというワードからは AI や IoT などの先

交流・観光委員会では、≪会員のプラスαの交流促進

端技術系のイメージが浮かびがちです。しかし、実はイノ

ワーク強化≫を掲げ、 プラスαの人的・知的両面からの

上の様々な問題を解決するうえで無意識に行っているもの

ならびに、観光振興を通じた地域や各地女性会とのネット
交流 を３つの視点から活動を行っていきます。

①会員の参加や交流促進のための ICT などの取り組み
や情報交換

②新年会等の交流会や講演会等の会員交流事業

③全国商工会議所観光振興大会等の視察会、地域や各地

女性会等とのネットワークづくり

『女性会初！オンラインでの委員会の実施』

新しい生活様式やニューノーマル時代に適応する、会員

が参加しやすい取り組みとして、従来の集合型開催の講演

会や交流会等のイベント事業と実施しているオンライン会
議等との融合をはかっていきたいと考えています。

『経営者の研さんやネットワーク強化』

また、経営者の学びにフォーカスして、委員会では社会

の流行やトレンドの情報収集と意見交換で、経営力向上や
経営者の研さんを積む 知的交流 の場を設けました。

社会貢献
・少子化
委員会

社会の大きなテーマである
少子化と社会貢献に
取り組む

少子化問題と社会貢献を一緒に考えたり、時には分けて

ベーションには私たちの普段の生活における判断や、経営
も沢山あります。

当委員会では、生活や事業をスムーズに運営する為の技

術やサービスを知ることは勿論、人間関係や組織作り、考
え方などのイノベーションにも取り組んで参ります。
【活動内容のイメージ（例）
】
・人口問題＆イノベーション

・介護育児問題＆イノベーション
・教育＆イノベーション

東商女性会会員はそれぞれの組織に於いて大きな責任を

担い、試行錯誤を続けながら日々過ごしていらっしゃいま
すが、この試行錯誤にこそ貴重なイノベーションの種が隠
れています。当委員会では委員の皆様に各専門分野に特化
した内容で日本の今後の行く末、未来像を語って頂くこと
も予定しています。貴重な体験を共有頂きながら、幅広く
学びを深める場として参りたいと考えています。

国際
ビジネス
委員会

国際ビジネス推進に資する
情報収集や支援機関との
ネットワーク強化

『海外進出している企業及びこれから進出する企業の経営

考えていきます。委員会のメンバーの認識を共通にするた

者のために、国際ビジネスに潜む問題点を認識し、最新情報

な会社を調べたり紹介していただいたりして、見学やイベ

できる場とすること』を設立趣旨とし、2022 年 10 月まで

めに、子育てに関わる地域社会貢献の現状、また ユニーク
ントに参加したいと考えています。何とか皆さまとリモート

会議などを積極的に行いながら、遠隔でもできる支援をし

たいと思います。少子化は日本の大きな問題ですが、その
原因の１つに子供の貧困があげられます。

をキャッチアップして、将来への展開を検討する機会を提供

を 3 期に分けて、第 1 期：広範囲の情報収集、問題点の抽出、
第 2 期：講演会やセミナー等の開催、第 3 期：ネットワー
クの構築と海外視察の実施 等を到達目標としました。

当委員会では、新型コロナウィルスの感染拡大防止に

今私たちにできる最大の活動は、前期から引き継がれた

よる自粛の影響が徐々に広がる中、設立趣旨及び計画の説

これは自宅の古本を送付する事で、子どもの未来応援基

会を開催いたしました。本来であれば委員会主催事業とし

「こどものみらい古本募金」ではないかと思います。

金に寄付する事ができるというものです。このコロナ禍の
収束後は、間違いなく時
代は変化します。少子化

は大変深刻な問題を抱
え、私たちは一層、積極

明と主催事業企画のために 2020 年 2 月に第 1 回目の委員
て 3 月に「企業としての SDGS の取組み」をテーマに講

演会を開催する計画でしたが、その後感染拡大が進み、残
念ながら中止せざるを得なくなりました。

今後企業をとりまく環境も働き方も大きく変化し、経営

者として SDGS を理解し取組むことは、より重要な課題

的な社会貢献に取り組ま

になることが予想されます。会員の皆様と協力し合い新た

になると思われます。

思います。

なくてはならない世の中

な価値観を共有しながら有意義な活動を進めていきたいと

東商レディ

第 25 号

2020

10

東商レディ
2020 年 7 月 3 日／第 25 号
発行所
発行人
編 集

東京商工会議所
総務統括部 総務課 組織連携担当
東京商工会議所女性会
東京商工会議所女性会

