
ロロ十共島工谷諷汁女お
1圭谷

rtt i

一
●
一一
イ
一
一
一・
≡

≡
！

一
・
　
　
　
　
　
・

弓
ェ一　

　
　
夢

キ式知年農女ど世谷だより然隼笏

キ式
"年

6月 奏
'争



月① へんろ道清掃活動

5月① 役員会を開催

女性会役員会を5月 11日 (水)に会級 階会議室にて開

催し、9名が参加しました。

役員会では、平成28年度収支報告について、平成29年度

予算 lttlについて、会員総会開催について、愛媛県大会に

ついて、役員改選についてそれぞれ協議しまし,砲

へんろ道清掃活動を4月 13日 (木lに実施し、9名が

参加しました。社会福祉活動の一環として、例年、三角寺～

平山のバス停間、平山のバス停～椿堂間を交互に清掃活動し

ています。今年は、三角寺～平山のバス停に至るへんろ道的

4km)を歩きながら、捨てられている空き缶やタバコの吸

殻などのゴミを拾いました。
三角寺の満開の桜の下で昼食をとった後、清掃活動を開始

し、道沿いから少し離れたところのゴミも回収したため、袋

があつという間に満杯になりました。

また、清掃中にあるきへんろの方と挨拶を交わし、地域の

方と会話をするなど交流を深めることができました。皆でヘ

んろ道を歩きながら、自然に親しみ、文化的景観の価値を直

接体験でき、ゴミを拾うことで、へんろ道の保全にも寄与で

きる活動だったと思います。
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l左上段 :スター ト地点の三角寺

左中段 :ゴミを拾う様子

左下段 :ゴミを拾いながら歩く様子

右  :三角寺にて集合蜘
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(役員会の様子)



5月 ② 伊予三島駅の花の植替えを実施

5月 26日 (金)8時から、三島地区の役員は、沢伊予三島駅の花の植替えを実施しまし,亀 花壇とプ

ランターの車や枯れた枝を掃随 、土の量が少なかつたため、土の量を足しまし,亀 何種類かの花を

植え、最後に月酬W鍔知 た`花壇は員辰く。力Чこなり、水をやると生き生きと咲いているよう1こ見えまし,亀

(三島地区 植え替えた花・植替えの様子)

月① 愛媛県商工会議所女`性会連合会 理事会 I

愛媛県商工会議所女性会連合会理事会 (会長守谷みどり氏:松山)が、6月 6日 (月 )道後山の手ホテ

ルにおいて開催され、当女性会より合田会長と事務局が参加しまし,亀

今回の理事会では、平成28年度事業報告と収支決算、平成29年度事業計画 (案)と収支予算(案)

について、役員改選について、県大会 (宇和島)についての4項目について協議しまし,亀 役員改選

では、松山の会長が、新しく児玉照子氏になることが報告されました。

鯉 輪 の肝 ) 傍胴県女連理事で記念撮影)



月② 平成29年度通常総会を

四国中央商工会議所女性会通常総会が6月 8日

(木)午前11時より、商工会級 階第2会議室にお

いて開催され、18名の会員が出席しました。

総会では、平成28年度事業報告並びに収支決

算について、平成29年度事業計画並びに収支予

算について審議し、同じく異議なく承認されました。

選任された会長、副会長については次の通りで

す。

磯 uF甘 よ

11、

(上段 :挨拶をする合田会長 、下段 :通常総会の様子)

澤gⅢ 令々I含 護所女性会通常縮会
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(総会終了後の記念撮影)

総会閉会後は、商工会議所が主催

する経営セミナーに参加しました。今

年は、「段違いのビジネスコミュニケー

ション術」と題した棚Upiitt Japan代

表取締役社長 灸野 寿美子 氏のセ

ミナーでした。

役職 氏名 事業所名

【会 長】(再任) 合田 陽―子 合田商事伺

隔J会長】(再任l 内田 千恵子 間フルールうちだ

隔叫会長】(再イ圭l 高橋 ハツミ 高橋謙次商店

【副会長】(再任) 引 節子 丸調運輸仰

【副会長】(新任) 高橋 ますみ 間高橋建鉄

翻

(セ ミナー会場の様子 )



6月 ③ 愛媛県商工会議所女`性会連合会総会 (宇和島市)i鬱劫 [

愛媛県商工会議所女性会連合会総会が、6月 14日 (水lにサブガ ム・ホールで開催され、当女性会

からイま14名力諺功Hしました

午前中にエキスカーションが行われ、松山商工会議所女性会と合同で天赦園と伊達伸物館を見学

しました。

(天放園で鯉に餌やりの様子) (伊達博物館で説明を聞く様子) l名物の鯛そうめんに話がはずむ様子)

天赦園で記念撮影

午後力ち開催された総会には、約110名 の女性会会員が集結しました。また、総会後には記念講演

会として、『最高のおもてなし～人の心を動かす「気遣い力とは」～』をテーマに仰高島屋日本橋店総

務顧客グループ担当部長のコンシュエルジュ 敷田正法 氏にご講演いただきました。

(無料で配布された焼きたてのじゃこてんを並んで食べる様子) 鯰会会の様子) 律議会講師 敷田 正法 氏)



最後に開催された懇親会では、オープニングとして、愛媛県立宇和島水産高等ψ ィッシュガー

ルによるマグロ解体パフォーマンスが行われ、参加者は真剣な限差しで解体の様子を見学しました。

なお、次回開催地は四国中央市が予定されているため、マスコントキヤラクターの“しこちゅ～"と一緒

に開催地の PRを行いました。

(し こちゅ～と次回開催地PRの様子)

ギ

7月 チャリティーフリーマーケットを実施

7月 29日 (土l、 7月 30日 (日 )の2日 間、第40回四国中央

紙まつりが開催され、当女性会は7月 29日 (土)のみ、フリー

マーケットを開催しまし,亀 事前に女性会会員から販売する商

品を募集したところ、タオルや衣類、食器、雑貨など多数の商

品が集まり、役員で値付けを行いまし,亀 毎年、フリーマーケ

ットを楽しみにされているお鶴 おり、当日は、18名の女性

会会員がお客様と笑顔で触れあいながら商品を販売しました。

商品を提供していただいた会員、企業の皆様、暑い中、お手

伝いに来ていただいた皆様、本当にありがとうございました。

l左 2枚 :値付けの様子と当日の販売の様子)

なお、フリーマーケットの収益

は、帥 動や社会福祉活

動等に利用させていただく予定

です。また、収益を利用した例と

して、今年も、川之江と伊予三島

駅のプランター維持管理の様子

とッ値樹したハナミズキの様子を、

写真付きのパネルで展示しまし
'亀

k

凸

的旱体ショーと解体ショーのマグロを使用

したお寿司)

御まつり関係者と記飼繍診



9月 第1回活動推進委員会に参珈

第1回愛媛県商工会議所女性会連合会(鋲 児玉

照子 氏:松山)活動推進委員会が、9月 11日 (月 )午前

10時30分より松山商工会議所において開催され、当女

性会からは、合田会長と事務局の2名力諺劫Hしまし,亀

女性会の活動推進委員会は年に3E斬子われ、主に女性

会の事業の実施、計画について協議されています。

(次年度 四国中央大会の進捗状況を説明する合田会長)

今回は、まず6月 に開催された愛媛県大会

(宇和島大会)の事業報告が行われ、合わせ

て平成30年度開催地である四国中央の合田

会長から準備状況について報告されまし

'亀四国中央大会には多くの方に参加してだけ

るよう合田会長より劾 日の呼びかけがありまし

亀 次に、四国大会 (愛媛大会)の実施につ

いて説明があり、大会の司会進行等役割分

担を決定しまし亀

31き続き、「四国人十人箇所霊場と遍路道」世界遺産化登録の支援について協議し、最後にその他

の議題として、全国大会の参加状況が説明され、本年度は愛媛国体と時期が重なつているため、例年

よりも参加する女性会が少ないことが報告されました。

10月 恵みの大地 北海道へようこそ つなげよう 広げよう 心の輪

全国大会 l北海道大会)に参力「

全国商工会議所女性会連合会の全国大会が、10月 6日 (金)力ち 7日 lttlにかけて、北海道の札幌

において開催され、当女性会からは合田会長他3名力諺劫日しまし,亀

全国各地の女性会より2,700名のメンバーが集結した大会は、札幌交響楽団コンサートマスターの

大平まゆみ氏による北海道をテーマとした曲の演奏で開幕し、全商女性連の藤沢薫会長と日本商工

会議所の三村明夫会頭他3名の挨拶に続けて、来賓の挨拶、女性起業家大賞他授賞式、全女連表彰

授与式が行われました。

(全国大会総会の様子 3本文l

に :表彰された合田会長 lttlと 久留米女性会会長

右 :懇親会会場で披露されたよさこいとムックリの演封



全女連表彰授与式では、当女性会の合田陽子会長が、第2条の特別功労者表彰を授与されまし

た。総会後は、仰ニトリホールディングス代表峰 兼CEOの似鳥 昭雄 氏による『「お、ねだ

ん以上。」～ニトリの成長秘話～』と題した記念講演会も行われました。

l左 :表彰式の様子、中央 :似烏昭雄 氏による講演会の様子 と右 :東予地区の参加者と記念撮影)

また、大会日以外は、北海道各地を視察見乳 ました。

湖 II(旭山動物園、夕食の様子)

ガヽ樽(小樽運河、小樽寿司を食べる様子、海鮮市場で買い物する1路刊D

登′JJ(地獄谷、クマ牧場、白老ポロトコタン視察見学の様子)
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11月 ① 心をつなげて四国はひとつ 四国大会(愛媛)と

四国商工会議所女性会連合会総会 (愛媛大会)が、11月 8日 (水)愛媛県女性会連合会主管のもと

松山全日空ホテルで開催され、四国各地の27女性会から281名の女性会会員が参加する中、当女

性会からは、12名が参加しました。

こ年
1■  年■■ 路 2o回

韻

総会では、平成28年度事業報告並びに収支決算、平成29年度事業計画並びに収支予算のほか、

「四国人十人箇所霊場と遍路道」の世界遺産化への協力や次期開催地について協議し異議なく承認

されました。総会後には、各県活動事例発表があり、愛媛県からは、大洲商工会議所女性会が代表で

「平成28年度の活動状況について」発表しました。また、研修会として僻ファミリア 代表取締役社長

岡崎 忠彦 氏による「クエリティブ経営」と題した講演が行われました。最後に開催された交流会では、

坊ちゃんの衣装を着た松山の児玉会長とマドンナの衣装を着た県下各女性会会長 (四国中央は三好

副会長が担当)によるおもてなしの挨拶が行われ、会場は大いに盛り上がりました。

鰯 会の出し物 :左から西条のだんじり、松山の野球拳おどり、宇和島のさんさ)
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(上段 :エ レベーター前でのお出迎えの様子、

懇親会での開催地挨拶

下段 :総会会場の様子 2枚

講演会講師 :岡崎忠彦 氏l

導

(ダ

(総会会場で記念撮影)



11月 ② JR)|1之江駅、伊予三島駅の花の植替えを

11月 17日 (金)午前10時から、川之江地区役員によるJRチ II之江駅の花の植替え作業を実施しまし

た。花のプランターは、駅のプラットホーム3カ所に設置しており、今回は、ンクラメンとビオラの花を値

えまし亀 3組に分かれて、花の配置や色のバランスを見ながら値替えを行いました。なお、三島地区

については、9月 22日 (金)にシクラメンイ也4種類の花の植替えを実施しています。

12月 役員会を開催
011之江地区 植え替えた花・植替えの様子)

女性会では12月 7日 (木)1こ商工会議所4階会議室におい

て役員会を開催しました。役員会では、主に新年会と次年度

県大会について協議し、まず新年会の議題では、各自の役割

分担、タイムスケジュールを確認したほ力＼ 昨年に引き続き

青年部への案内も行うことになりました。次に次年度県大会

については、開催日時、場所、講師、視察見学先が決定した

ことを報告したほか、懇親会については、踊りや太鼓、書道

パフォーマンス等を実施する意見が出され、次回役員会で再

度検討することになりました。その他、女性会創立 10周年記

念の節目に何か催しを実施するかどうかが協議されました。

1月 ① 四国中央市新年交歓会t

1月 4日 (月 )にホテルグランフォーレにおいて四国中

央市新年交歓会が開催され、市内の経済人、文化人ほ

か様々な立場の方々が出席する中、当女性会からも例

年同様合田会長ほか内田副会長、石津理事の3名が参

加し、年始の挨拶や情報交換などを行い、平成30年の

スタートをきりました。

騨

憲

(役員会の様子)

０

． 患

(交歓会に参加したメンバー

左から,7騨理事、合田鋲 、内田副会長)



1月② 女性会交流会 (新年会)を開催

女性会では、 1月 18日 (木)に毎午E例 となつた

交流会 (新年会)をすし半高砂殿において開催したと

ころ、青年部からも脇会長ほか 3名の出席があり大い

に盛り上がりました。

本交流会は、人と人のつながりの輪を拡げ、女性会

活動の活性化に繋げることを目的にしており、ビンゴ

ゲームやじゃんけん大会ほかカラオケなどで楽しいひ

と時を過ごしました。

(左 :新年の挨拶をする合田会長、右 :来賓の挨拶をする青年部

脇 正樹 会長)

Ｅ
Ｅ
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，

陸 のカラオケの様子)

(ビンゴ大会商品受け取りの様子

参加賞の景品)

(新年会終了後、記念賜



1月 ③ 活動推進委員会並びに中予地区プロック研修会t

第 3回愛媛県商工会議所女性会連合会活動推進委員会 (会長 :児玉照子氏/松山)が、1月 2

4日 (水)国際ホテル松山において開催され、当女性会より合田会長及び事務局が参加しました。

今年度は、活動推進委員会を4回開催する予定で、3回 目となる今回は、主に女性会の事業の実

施、計画について協議されました。

本委員会では、まず、11月 に開催された四国大会 (愛媛大会)について、松山の事務局より

報告があり、続いて四国中央が主管となる平成 30年度愛媛県大会の準備における進捗状況を事

務局が報告しました。最後に「四国人十人箇所霊場‐と遍路道」世界遺産化登録支援事業について

協議され、当連合会で道案内表示シー トを設置することになりました。設置するのは、宇和島、

今治、西条、新居浜の4市の予定です。

拳

ー―

Ⅲ…
芦―

=

」
(活動推進委員会の会議の様子)             (講 師 :三遊亭 円丸 氏と交流会の様子)

委員会終了後は、中予地区のブロック研修会『健全な経営は健康から～笑いと健康～』と題し

た三遊亭 円丸 師匠による講演が行われました。また、講演会後には交流会が開催され、松山女

性会有志によるじゃんけん大会やコーラス、愛媛大学の学生によるアンサンブルの演奏を楽しみ

ながら、交流を深めました。

月① 主管する愛媛県大会に向けて 試食会を開

当女性会主管のもと6月 に開催予定の愛媛県大会に向けての準備が本格化する中、一番のおもて

なしとなる懇親会の料理について、3月 14日 (水lに会場となるホテルグランフォーレにおいて試食会

を開催しました。試食会では、料理の内容だけでなく提供の仕方など細かな気配り1こついても話玲

われました。また、合わせてアトラクションや大会ユニフォームについて協議され、今後大会に向け本

格的に準備が進められます。
驚
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は 食した料理の一部と試食会の様子)



3月 ② 活動推進委員会に参加

第4回愛媛県商工会議所女性会連合会活動推進委員会が、3月 19日 (月 )1こ道後プリンスホテルに

おいて開催され、当女性会より合田会長と事務局が参加しまし,亀

今回の活動推進委員会では、11月 に開催された四国大会 (松山大会)について、次年度の小規模

事業者等人財育成推進事業 lttlについてそれぞれ協議し、異議なく承認されまし砲 また、当女性会

が主管となる平成30年度愛媛県大会について、特に丸住製紙俯工場見学の内容等について事務局

より説明を行いまし亀

(活動推進委員会の様子と質問する合田会長)

その他の活載

☆ペットボトルの回収活動 29年度実績 173,064個 (306.7 kg)

回収し、ニューグローリークラブヘ寄付しました。

事務所移転に関するお知らせ

平成30年1月 29日 (月 )より、これまで事務所のあつた四国中央市役所川之江庁舎から、♭準陵す

る旧川之江保健ヤンター【建物全館使用(3階建て)】 に移転しましたのでお知らせいたします。

≪新事務所の開設日及び住所、連絡先≫

新事務所開設日 平成30年 1月 29日 (月 )

〒799-0111四 国中央市金生町下分789番地-1
TEL 58-3530 F感  58-6294

(番地が変更されますが、それ以外は変更ありません)



日 時
事業項目

事業内容
場  所

参加人数

(企イ本)

4月 13日 へんろ道清掃活動
三角寺～平山のバス停 9名

5月 26日 JRイヌ予三島駅花の植替え作業 JRイヌ予三島駅 5名

6月 3日 四国中央商工会議所青年部10周年記念事業 ホテルグランフォーレ 1名

6月  5日 愛媛県連 理事会 道後出の手ホテル 2名

6月 8日 通常総会。記念講演 (経営セミナー)

○平成28度事業報告・収支決算について

○平成29度事業計画・収支予算 (案)について

○役員改選

商工会議所第1会議室他 22名

6月 14日 愛媛県連 夕卸錦能姿(宇和島)

会員研修会儒誘爺制動

テーマ「最高のおもてなし～人の心を動かす

『気遣い力』とは～」

講師 脚高島屋日本橋店 総務グループ

担当部長 敷田 正法 氏

サブライム・ホール 14名

7月 14日 四国商工会議所女性会連合会監事会 商工会議所第4会議室 3名

7月 29日 紙まつリチャリティーフジーマーケット 川之江町栄町商店街 18名

8月 3日 紙まつり反省会 糸剛|1食堂 17名

9月 11日 愛媛県連 第1回活動推進会議 松山商工会議所 2名

9月 22日 凩伊予三島駅花の植替え作業 」Rイガ予三島駅 5名

10月  5日

～8日

全国大会 (北海道大会)

大会参加、】蜘 察

北海道立総合体育センター

1朧 たえ―る

5名

(2,702名 )

10月 24日 愛媛県連 第2回活動推進会議 松山全日空ホテル 2名

11月  8日 四国商工会議所安隆会連合会 愛媛大会

役員会。会員大会他研修会

テーマゴクリこレ

"|ィ

ブ経営」

講師 脚ファミリア代表取締役社長 岡崎 忠彦 氏

松山全日空ホテル 12名

11月 17日 JRlll之測駅花の植替え作業 JRナ II之辛J駅 6名

1月 4日 四国中央市新年交歓会 ホテァレグランフォーレ 3名

1月 18日 会員交流会9畦 ) lttlすし半高砂殿 23名

1月 24日 愛媛県連 第3回活動推進会議、会員研修会 国際ホテル松山 2名

3月 14日 県大会 懇親会料理試食会 ホテルグランフォーレ 12名

3月 19日 愛媛県連 象 国活動推進会議 道後プリンスホテル 2名

※役員会は、2か月に1回～2回ほど実施しました。

威性袋会長募築攀ξ蹂
目―

現在の会員数は50名です。より多くの皆さんにご入会いただき、組織力を高め、さら1こ地域社会の発展に

貢献したいと考えております。お知り合いの方にご入会をおすすめ下さいますようお願い申し上げます。

〇年会費 5,000円

○詳しくは、女性会事務局 (四国中央商工会議所内)TEL:0896-58-3530
まで、お問い合わせ下さい。


