Hiroshima Business Women's Club

ひろしま女性会会報

第 30 期
（2015 ～ 2017）
vol.1

原爆ドーム

ごあいさつ

広島商工会議所女性会

会長

川口

照子

会長という大役を仰せつかり、2 年が経ちました。振り返って思いますことは、ひとえに会員の皆

様のお陰で様々な活動が活発に出来ました事です。衷心より感謝とお礼を申し上げます。

第 30 期では、基本方針を「～躍動～ 生き生きと活動する」と定め、各委員会で様々な企画を練り、

会員の皆様と共に行動して参りました。

プログラム委員会では、「学び」をテーマに、毎月の例会で広島県知事湯㟢様、広島市長松井様、

企業経営者の方々からご講話をいただき、視察例会も実施いたしました。会員委員会では女性経営
者の輪を広げることに努め、多くの新入会員を迎え、楽しい会員交流会を開催致しました。事業計
画推進委員会では、女性会のあり方や今後の方向性について議論を重ねて参りました。また、戦後

70 年の節目の年に、広島市の小学生を対象に「戦後 70 周年 広島から 子どもたちの平和の書」を企画し、多くの皆様の
ご賛同をいただき、成功裏に終えることが出来ました。すべての事において皆様の真剣な取り組み、知恵と行動力を結集し
た 2 年間でした。誠にありがとうございました。

県商女性連主催講演会では德川家広様、カルビー㈱松本会長様を講師にお迎えすることができ、全国大会、中国大会、広

島県総会と、多くの皆様にご参加頂きました事に深く感謝致しております。

2018 年、広島商工会議所女性会は創立 60 周年を迎えます。「凛と信を持って連帯し、平和で心豊かな社会を築く」とい

う商工会議所女性会活動指針のもと、地域社会に貢献して参るべく、ますます力を合わせ、活動して参りたいと存じますの
で、これからもご支援ご協力の程よろしくお願い申しあげます。

晶子 氏

Ｈ28.6月 例会

Ｈ27.9月 例会

講 演 テ ー マ「 女 性 の ラ イ フ
キャリア概念を明確に」

講演 テーマ「今、そこに
あるチャンス ～未熟な経
営者の体験的経営論～」

英彦 氏

視察先 ㈱ヤマサキ ㈲エムズ

広島県知事

湯㟢

Ｈ27.6月 視察例会

Ｈ28.5月 通常総会

Ｈ29.4月 例会
Ｈ28.8月 視察例会

講演 テーマ「働き方改革の推進
～仕事も暮らしも。欲張りなライ
フスタイルの実現に向けて～」

講

演

女性会チャーターメンバー
世良 喜久枝 氏 田中 祝 氏
テーマ「女性会と私」

博志 氏

Ｈ28.12月 クリスマス例会
ヴィオラ演奏 沖田 孝司 氏
ピアノ演奏 沖田 千春 氏

Ｈ28.12月 例会
例会風景 グループディスカッションのまとめに
ついて報告

旭酒造㈱会長

桜井

視察先 天野実業㈱ 岡山工場
倉敷アイビースクエア

広島女学院大学学長

湊

匡 氏

会

デリカウイング㈱
会長兼社長

細川

例

Ｈ28.11月 臨時総会
講演 テーマ「ピンチはチャンス！
～山口の山奥の小さな酒蔵だからこ
そできたもの～」

新 年互 礼 会

一實 氏

講 演 広島東洋カープ 監督 緒方 孝市 氏
テーマ 「カープの今年の抱負」

Ｈ29.1月 新年互礼会
講 演 広島市長 松井 一實 氏
テーマ 「200 万人広島都市圏構想について」

広島市長

松井

Ｈ28.1月 新年互礼会

会員交流会

Ｈ27.7月 八丁座にて
講 演 ㈱序破急 代表取締役社長 蔵本 順子 氏
テーマ「女性が元気になる映画を語る」

Ｈ28.5月 カープ試合観戦

哲也 氏

㈱広島マツダ
代表取締役会長兼ＣＥＯ

松田

Ｈ28.7月 おりづるタワー見学
テーマ「おりづるタワープロジェクトに込めた想い
～願いの鶴が未来へ羽ばたく～」

Ｈ28.12月 新入会員交流
会
30 期では新入会員 29 名を迎えました。
（平成 29 年 4 月 1 日現在）
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広島市長

広島市内 91 校 4175 点
（メッセージは 684 種）
の応募がありました。
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年 十一月二
十一日

戦後 70 周年 広島から 子どもたちの平和の書

Ｈ27.9月 会員による審査風景

Ｈ27.11月
表彰式

安達春汀先生ご指導の下、会員 による１次
審査を行いました。
展示会来場者による寄せ書き

Ｈ27.11月 展示会

入賞作品は 105 点
広島市長賞の倉掛小
川中 未夢さん「永久平和」

ひろしま美術館本館ホールでの表彰式には
受賞者の 82 人を含む 280 人が出席。

女 性 会 連合 会
Ｈ27.7月 境港大会

Ｈ28.6月 竹原総会

中国地方商工会議所女性会連合会
境港大会

広島県商工会議所女性会連合会 大久野
島にて 講演 映画監督 油谷 誠至 氏

Ｈ27.6月 府中総会

Ｈ27.10月 石川全国大会

Ｈ28.7月 福山大会

全国商工会議所女性会連合会 石川全国大会

家広 氏

Ｈ28.10月 講演会

政治経済評論家
翻訳家 德川宗家第

中国地方商工会議所女性会連合会 福山大会
「戦後 70 周年 広島から 子どもたちの平和
の書」の活動事例発表

德川

晃 氏

カルビー㈱
代表取締役会長兼ＣＥＯ

松本

広島県商工会議所女性会連合会 府中商工会議所
にて 講演 リョービ㈱顧問 平田 光章 氏
テーマ「府中市のまちづくりについて」

Ｈ27.10月 講演会

19

代

広島県商工会議所女性会連合会講演会
テーマ「Change, or Die! ～あなたのリーダー
シップが組織を強くする～」

広島県商工会議所女性
会連合会講演会 テーマ
「德川繁栄の歴史に学ぶ
経営戦略 ～広島の発展
に向けて～」

Ｈ28.9月 徳島総会
全国商工会議所女性会連合会 徳島
総会 組織強化（会員増強）表彰

行 事 一 覧
平成 27 年５月～平成 28 年４月

H27.5/15 総会 講演 広島商工会議所 専務理事兼事務局長 谷村 武士 氏
6/19 視察例会 ㈱ヤマサキ、㈲エムズ訪問
6/24 広島県商工会議所女性会連合会府中総会・講演会・視察会
講演 リョービ㈱ 顧問 平田 光章 氏
視察 リョービ㈱広島東工場、府中市地域交流センター、恋しき
7/7 中国地方商工会議所女性会連合会役員会・総会・境港大会
7/9 会員交流事業「八丁座にて設立 57 年目の夕べ」
講演 ㈱序破急 代表取締役社長 蔵本 順子 氏
映画鑑賞 「愛を積むひと」
7/17 例会 講演 広島市長 松井 一實 氏
8/21 例会 講演 広島国税局 課税第二部 法人課税課長 奥迫 仁則 氏
9/8 会員交流事業「広島東洋カープ観戦交流会」
廿日市商工会議所女性会役員と交流を兼ねて
9/18 例会 講演 デリカウイング㈱ 会長兼社長 細川 匡 氏
10/16 広島県商工会議所女性会連合会講演会
政治経済評論家 翻訳家 德川宗家 第19 代 德川 家広 氏

平成 28年５月～平成 29年４月
H28.5/20 総会 講師 チャーターメンバー 世良 喜久枝 氏
チャーターメンバー 田中 祝 氏
5/24 会員交流事業 「広島東洋カープ観戦交流会」
6/16 広島県商工会議所女性会連合会竹原総会・講演会・視察会
講演 映画監督 油谷 誠至 氏
視察 大久野島毒ガス資料館、大久野島ビジターセンター
6/17 例会 講演 広島女学院大学 学長 湊 晶子 氏
7/12 中国地方商工会議所女性会連合会役員会・総会・福山大会
「戦後 70 周年 広島から 子どもたちの平和の書」の活動事例発表
7/15 例会 講演 広島平和記念資料館 館長 志賀 賢治 氏
7/29 会員交流事業「おりづるタワー見学交流会」
講演 ㈱広島マツダ 代表取締役会長兼 CEO 松田 哲也 氏
8/19 視察例会 天野実業㈱岡山工場、倉敷アイビースクエア訪問
9/16 例会 グループディスカッション
9/28 全国商工会議所女性会連合会 徳島総会
商工会議所女性会表彰 組織強化（会員増強）受賞

10/22
全国商工会議所女性会連合会 石川全国大会
～ 10/23 大田 美穂子 前会長 特別功労者表彰受賞

10/14 広島県商工会議所女性会連合会講演会
カルビー㈱代表取締役会長兼 CEO 松本 晃 氏

11/20 例会 講演 広島県病院事業局 広島県参与（医療担当）
広島県病院事業管理者 浅原 利正 氏

11/18 例会 講演 旭酒造㈱ 会長 桜井 博志 氏

11/20 「戦後 70 周年 広島から 子どもたちの平和の書」展示
～ 11/26 ひろしま美術館
11/21 「戦後 70 周年 広島から 子どもたちの平和の書」表彰式
ひろしま美術館
12/18 クリスマス例会 パンフルート演奏 岩田 英憲 氏
ピアノ演奏 森岡 美和子 氏
H28.1/15 新年互礼会 講演 広島東洋カープ 監督 緒方 孝市 氏
2/19 例会 講演 県立広島大学 人間文化学部 健康科学科 教授 博士（工学） 三浦 朗 氏
3/18 例会 グループディスカッション
4/2 尾道商工会議所女性会さくら茶会
4/15 例会 講演 中国電力㈱ 取締役副社長 信末 一之 氏

12/8 会員交流事業 「新入会員交流会」
12/16 クリスマス例会 ヴィオラ演奏 沖田 孝司 氏 ピアノ演奏 沖田 千春 氏
H29.1/20 新年互礼会 講演 広島市長 松井 一實 氏
2/17 例会 講演 広島市教育委員会 学校教育部 指導第一課
指導主事 藤本 匡顕 氏
3/17 例会 講演 全国健康保険協会 広島支部長 向井 一誠 氏
4/1 尾道商工会議所女性会さくら茶会
4/21 例会 講演 広島県知事 湯﨑 英彦 氏
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