地域に貢献する2,400人の部員が笑顔で交流
第15回商工会女性部全国大会 in えひめ

全国商工会女性部連合会︑愛媛県商工会女性部連合会は２０１３年 月

in 10

17

換した︒

❖ 大会会長あいさつ ❖

末武栄子全国商工会女性部連合会会長

商工会女性部では︑東日本大震災か

ら３年間にわたり︑５００円玉募金を

続けてまいりました︒おかげ様を持ち

まして︑今年度分として４５００万円

ものご厚意が集まり︑被災３県に義援

金としてお渡しすることができまし

た︒
皆様のご協力に感謝申し上げます︒

来場者を出迎える愛媛県女性連

りを視察︒女性部員同士会話を弾ませながら︑明日の地域に向けて意見を交

２日目のエクスカーションでは︑県内８コースに分かれて地域の魅力づく

井潤子さんが選ばれた︒

され︑一層盛り上がった︒最優秀賞には︑富山県・上市町商工会女性部の平

発表大会﹂が行われた︒今年から︑各主張発表者への応援ＶＴＲが壇上で流

﹁まち︵地域︶づくり顕彰﹂などの各種表彰の後︑メインイベント﹁主張

らは商工会女性部への期待を込めたビデオメッセージが届けられた︒

来賓より祝辞があり︑公務のため出席できなかった茂木敏充経済産業大臣か

る末武栄子全国商工会女性部連合会会長が挨拶を述べた︒大会に駆けつけた

西岡千代子愛媛県商工会女性部連合会会長の開会宣言に続き︑大会会長であ

大会は愛媛県立川之江高校による書道パフォーマンスで幕開け︒開催地の

をスローガンに︑全国から商工会女性部員ら約２４００人が参加した︒

め﹂を開催した︒
﹁伊〜予♡おいでよ〝媛の国〟〜愛顔あふれる愛媛の出愛〜﹂

日︑愛媛・松山市のひめぎんホールで﹁第 回商工会女性部全国大会 えひ

15

14
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女 性 部 特集

は︑被災地支援の

商工会女性部

募金の一部は︑近年頻発する自然災

に送り︑ 日も早い復興を願ってきた︒

で総額１億円を超える義援金を被災地

が最終年度︒商工会女性部では３年間

ヵ年の継続事業として取り組み︑今回

いただきました︒被災した女性部員か

た上で︑お見舞い金として配分させて

００人一人ひとりに被害状況を確認し

援金は︑県内の商工会女性部員約１２

年度の５００円玉募金でいただいた義

支援に︑厚くお礼を申し上げます︒

部員が交流し︑地域の魅力づくりのた
ために組織を挙げ

害に対して早急に義援金を送れるよ

らは︑感謝の声が大きく上がっていま

昨年度に創設した﹁おもてなし交流

めに意見を交わしています︒ぜひ積極
て５００円玉募金

う︑基金として積み立て︑有効に使っ

す︒

中村時広愛媛県知事

的に活用していただき︑絆を深め︑女
に取り組まれてきたとのことで︑大変

ていく︒

愛媛県では中小・小規模企業の販路

大沢伸子岩手県商工会女性部連合会
副会長

年度分もお送りいただき本当にあ

りがとうございました︒１日も早い復

興に向けて︑私たちも精一杯取り組ん

でいきたいと思います︒

服部淳子福島県商工会女性部連合会

会長

東日本大震災被災地の復旧・復興を

した女性部員へ物資を届けるととも

岩手県では義援金を活用して︑被災

た︒本当にありがとうございました︒

以上が避難生活を続けています︒最近

ちましたが︑福島県ではいまだ 万人

います︒東日本大震災から２年半が経

してお送りいただき︑本当に感謝して

成立しました︒ 年ぶりの中小企業基
本法等の一部改正となり︑その中で女
性・若者の創業促進の重要性が盛り込

右から：大沢岩手県女性連副会長、菊池宮
城県女性連会長、服部福島県女性連会長

会長

全国の商工会女性部の皆様からのご

お礼申し上げます︒

性部の皆様の温かいご支援に︑重ねて

使ってまいりました︒全国の商工会女

いただいた義援金は︑復興のために

15

す︒

事業﹂では︑延べ１５００人もの女性

性部づくりに役立ててほしいと思いま
すばらしい活動に敬意を表します︒

い︑地域や商工会を盛り上げていかな

拡大業務を補完するため︑県庁内に営

商工会女性部が魅力ある事業を行
ければなりません︒皆様︑力を合わせ

業本部を設置しています︒実需を創出

深い悲しみに暮れておりましたが︑商

東日本大震災で多くのものを失い︑

女性のパワーには大いに期待するとこ

工会女性部の皆様からの温かい心遣い

支援するための全国統一﹁５００円玉

に︑地域の子供や高齢者に笑顔が戻る

になり汚染水問題が発生したり︑中間

皆様の貴重な５００円玉を義援金と

募金﹂事業

ような取り組みをしてきました︒皆様

貯蔵施設が決まらなかったりと︑県民

性部員であることを誇りに思いまし

と組織力のすごさに感激し︑商工会女

ろです︒

することが地域の再生には必要です︒

て取り組んでいきましょう︒

❖ 祝辞 ❖
横田俊之中小企業庁次長

業の事業活動を活

では︑ 年

の善意に応えられるよう︑ふるさとの

は将来への不安を抱えたまま過ごして

❖ ５００円玉募金の報告 ❖

性化するため小規

度分として

復興のために力強く進んでまいりたい

模企業活性化法が

４５００万

います︒
宮城︑福島
の３県に送
金した︒

年度から３

菊池秀子宮城県商工会女性部連合会

と思います︒

昨年︑小規模企

1

円 を 岩 手︑

まれています︒長年地域を守り︑支え
てきた商工会女性部の皆様には︑ぜひ
地域で女性創業者を輩出するための支
援とネットワークの拡大をお願いした
いと思います︒
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❖ 主張発表 ❖

◆近畿ブロック代表
福井県・おおい町商工会女性部
新谷真由美さん
﹁おおいバーガー﹂で

今年度からの新たな企画として︑主
張発表者への応援ＶＴＲを檀上のスク
おおい町を元気に

成先が決定した︒
商工会女性部部門

埼玉県・桶川市商工会女性部
個 人 ･グ ル ー プ 部 門

地域との連携・高齢者向けサービス
﹁街なか商女館﹂活用事業

特産品甘藷︵通称 甘太くん︶をつ

大分県・野津町商工会女性部

矢野文子さん

かった﹁ぴんころうどん﹂の製造 ･

個 人 ･グ ル ー プ 部 門

商工会女性部部門

交通安全への願い

販売事業

◆九州ブロック代表

大切な人を守るために

香川県・観音寺市大豊商工会女性部

◆中国 ･ 四国ブロック代表

リーンで放映︒地域の個性豊かなメン
バーからのエールを胸に︑主張発表者
は声高らかに女性部の取り組みなどを
発表した︒最終結果は次のとおり︒

最優秀賞
◆中部ブロック代表

大分県・豊後大野市商工会女性部
工藤妙子さん

北海道・風連商工会女性部所属

谷井八重子︑
伊豆倉正枝︑
大野洋子さん

平井潤子さん

カントリーウォークで

︵順不同︶

富山県・上市町商工会女性部

優秀賞

商売に活かす活動を目

茨城県・城里町商工会女性部所属

美人工房

事業

を使用した﹁みそ﹂等の製造 ･ 販売

〜 めぐみ会 〜 風連町の大豆・米

女性の創業等支援
❖
❖
助成金の対象事業

ふるさと再発見！

︵順不同︶

最優秀
賞
指し
て
優秀賞
◆東北ブロック代表

農商工連携による﹁ベジタブルシフ
ォン﹂販路拡大事業

当事業は︑地域貢献活動に取り組む
都道府県商工会女性部連合会や商工会

宮城県・河南桃生商工会女性部
若山弘子さん

鴨川マザーズ企業組合

性部３件︑個人・グループ 件︶の応

木の花工房﹁桜塩漬・桜ジャム﹂販

手づくりケーキの店ひまわり 高橋早苗

さん

広島県・呉広域商工会女性部所属

いちじくケーキのブランド化とＳＮ

Ｓ利用による販路拡大事業

えひめ大会を終えて

西岡千代子

愛媛県商工会女性部連合会会長

昨年の暮れ︑第

回全国大会のＤ

ＶＤが届きまし

た︒ガチガチの私

を除き︑愛媛の部員たちの︑みんな

笑顔できびきびと動く姿は素敵です︒

四国へようこそ︑
愛媛へようこそ︑

の気持ちを持って︑みんなの笑顔で

頑張ろうと迎えた 月 日でした︒

しかし直前の台風 号の影響で交通

事情が混乱する中︑ 都道府県の顔

が揃ったとの報告を受けた時は︑本

当にありがたく胸が熱くなりました︒

会場外のお迎えから︑夜のとばり

の中でのお見送りまで︑テーマに掲

間に感謝の気持ちで一杯です︒

宝物﹂を残していただいた全国の仲

も愛媛の部員たちの心に﹁思い出の

全国大会は素晴らしい！ 何より

げた２４００名の笑顔︑笑顔の渦

木次支部部員代表 吾郷康子さん

千葉県・鴨川市商工会女性部所属

女性部︑地域で創業や事業拡大に取り

17

⁝⁝ホッとしました︒

はねこ踊りに笑顔を

15

26 10

亀田医療大学 学生食堂経営事業

組む商工会女性部員などの取り組みを
支援するもの︒

添えて
◆関東ブロック代表

年度は︑全国から 件︵商工会女
海老江むつ子さん

募があり︑独創性や将来性︑地域への

島根県・雲南市商工会女性部所属
次世代を担う

売拡大プロジェクト
7

47

!!

貢献度について厳正に審査︑ 件の助

静岡県・菊川市商工会女性部

14
女子たちの勉強会

11

13

16
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