黒川範子 由仁町商工会女性部長
古賀ひろ子 宇美町商工会女性部長
末武栄子 全女性連会長

座談会

「おもてなし」で
地域間交流が活発化

黒川 範子

北海道・由仁町商工会
女性部部長

古賀 ひろ子

福岡県・宇美町商工会
女性部部長

司 会

末武 栄子

全国商工会
女性部連合会会長

取り組んでいる女性部長お二人をお招

今回は︑
﹁おもてなし交流事業﹂に

商工会女性部です︒

等を通じて実践してきたのが︑私たち

精神が最も浸透しており︑日常の商売

し﹂という言葉ですが︑おもてなしの

語大賞の一つにも選ばれた﹁おもてな

プレゼンにおいて使われ︑昨年の流行

末武 ２０２０年東京五輪招致の最終

ていただいた︒

と古賀ひろ子さんに取り組みについて語っ

ている２地域から女性部長の黒川範子さん

会長の司会のもと︑人気のプランを提供し

などにつながっている︒末武栄子全女性連

増強や組織活性化︑地域での存在感アップ

取り組みの効果も徐々に現れ始め︑部員

深めようという企画︒

いに利用し合うことで女性部同士の交流を

詰め込んだ着地型観光プランを作り︑お互

流事業﹂が２年目を迎えた︒地域の魅力を

商工会女性部が創設した﹁おもてなし交

参加者

4
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きし︑お話を伺って参ります︒まずは
ランを利用し合うことでネットワーク

隣接していて︑由仁町のメインスポッ

ジンギスカン︑美肌の湯で疲労回復な

を楽しんだ後︑大自然を眺めながらの

全女性連に簡単な実施報告書などを

光客に人気です︒

で大人気の︑由仁町のはずなのに︑な

トとなっています︒また︑観光農園や

黒川 北海道・由仁町で薬局を営んで
ご提出いただくことで︑受け入れた人

古賀 宇美町も︑交通アクセスがよい

ぜか﹁東京﹂と頭についている﹁東京

を広げようというものです︒

います︒主人と娘︑
孫の５人家族です︒
数に応じて 人当たり５００円の助成

場所です︒福岡空港から車で 分︑博

ホルモン﹂
︑
牧場の﹁まぜまぜアイス﹂
︑

自己紹介からお願いします︒

由仁町商工会女性部は︑部員 人︑平
金を出しており︑事業にかかる経費と

多駅まで車で 分程度なので︑近年は

年１月９日現在で︑ 都道府県か

近代化された納豆工場の見学︑秋には

２年間で予定も含めて の商工会女性

とは旧産炭地としてにぎわった地で︑

業を企画され︑他地域の商工会女性部

性がよいうえ︑自然に恵まれた暮らし

末武 どちらの地域も都会からの利便

山々に囲まれた緑豊かな町です︒

博多織工場など老舗企業もあります︒

高いプランに工夫されていますね︒滞

き先を選べるということで︑自由度の

末武 由仁町は︑参加者に合わせて行

っています︒

び︑味覚を楽しんでいただきたいと思

北海道・由仁町ならではの自然や遊

ます︒

狩りなど︑季節や嗜好に合わせて選べ

じゃがいも収穫や無農薬栽培のぶどう

ベッドタウンとして発展してきまし

盛り上げています︒

部︑延べ１５００人以上の女性部員が

１７９２年︵寛政４年︶創業の酒蔵や

た︒

古賀 福岡県・宇美町から参りました︒

この企画を利用し合って交流を深めて

などとの親交を深めていますね︒まず

やすい町のようですね︒おもてなし交

在したい場合には︑
ユンニの湯のほか︑

人口は３万８０００人です︒もとも

家業は主人が建築内装業を営んでいま
います︒

は︑それぞれの地域について教えてく

流事業ではどんなツアーを提案してい

工会女性部員としては 年︑部長に就
任して３年経ちました︒
現在女性部員は 人︑環境に優しい

お二人の地域でもおもてなし交流事

ださい︒

おり︑現在４期目を務めています︒商

ＥＭせっけんづくりや商工祭りなどの

分︑札幌まで車で１時間の場所にあ
る人口約５７００人の町です︒特別な
観光地や旧所名跡はありませんが︑の
んびりとした空気が流れる〝都会に近

行き先を自由に選べるプランを企画

黒川 ユンニの湯は人気の施設のた

め︑季節によっては満員になることも

あります︒そこで︑友引の前夜であれ

ばお寺で宿泊ができます︒朝食は︑私

一緒に﹁朝ヨガ﹂をした時は︑毎日

黒川 由仁町の企画﹁都会に近い田舎

っぱい楽しんでもらえるよう︑基本プ

忙しい朝を送る女性部員の方々にとっ

たち女性部員が準備します︒
地域の一番の売りは︑日本最大級の

ランをベースに滞在時間やご予算に合

て︑
﹁ゆっくり自分のためだけの贅沢

で遊ぼう﹂は︑参加される方に時間い
英国式ハーブガーデン﹁ゆにガーデ

わせて自由に行き先を選択できるプラ

末武 とってもおもしろいアイデアで

な時間だった﹂と好評でした︒

ン﹂
︑コーヒー色のお湯が珍しい﹁ユ

例えば︑北海道発祥のパークゴルフ

ンを提案しています︒
ＰＡ！﹂の３施設です︒この３施設が

ンニの湯﹂
︑パークゴルフ場﹁ゆにっ

い田舎〟です︒

町内のお寺でも宿泊できるとか︒

るのですか？

プランが提案され︑

紙教室も行っています︒

全国から

延べ１５００人以上が交流
末武 商工会女性部は︑ 年度から
﹁お
もてなし交流事業﹂を行っています︒
全国組織化 周年︵ 年度︶を記念し
て創設した事業で︑地域の魅力を盛り
込んだ着地型観光プランを開発して︑

滞在時間や予算に合わせて

黒川 由仁町は︑新千歳空港から車で

53

ほかには︑ガーデンの散策︑由仁町

ど⁝⁝︒

均年齢は 歳の元気で明るい女性部で
して活用していただけます︒

りで︑大人から子供まで楽しめるイベ
ら のプランが提案されており︑この

地場食材を使ったレストランなどが観

す︒私たちのメイン事業は地域の夏祭
ントを行ったり︑屋台を出したりして

1

す︒私自身は︑町議会の副議長をして

21

15

68

イベント支援のほか︑子供向けの絵手

20

12

40

55

11

全国各地の商工会女性部がお互いにプ
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サポートしながら一緒に作ります︒

家風のギャラリーで︑私たち女性部が

られたのですね︒運営面では︑どんな

もてなし交流事業のプランを組み立て

ることで参加者から﹁安心した﹂と言

たところ︑目立つジャンパーを着てい

なりますし︑商工会員の方がツアー中

部が活動している﹂というアピールに

われました︒地域にも︑
﹁商工会女性

詳細な行程表を作成

工夫をしていますか？

そのほか︑老舗酒蔵や博多織工場︑
宇美八幡宮などをご案内して宇美町の
魅力を紹介しています︒

すね︒お寺に泊まりたくて来る人もい

を展示している女性部副部長や女性部

ルト醤油醸造元のギャラリーで絵封筒

古賀 女性部員が指導しています︒マ

は︑指導者が別にいるんですか？

ね︒絵封筒やアートフラワーづくり

のづくりをすることで会話も弾みます

型ツアーにされたのですね︒一緒にも

いことから︑交流をメインにした体験

末武 宇美町では町内に宿泊施設がな

なプランにしています︒

お買い物をたくさんしてもらえるよう

ので︑
一緒に体験することをメインに︑

員への連絡︑全女性連への報告︑当日

懸命がんばってくれています︒女性部

古賀 当部でも︑事務局の方々が一生

加してくれたりしました︒

員が︑行程表を確認して飛び入りで参

たり︑事前には都合がつかなかった部

手伝えるよ﹂と部分的に参加してくれ

ない部員も︑
﹁この時間のこの行程は

くなったんです︒１日通しては手伝え

てもらったところ︑すごく参加率が高

参加できる部分にマルをつけて提出し

な﹁行程表﹂を作って役員に配布し︑

黒川 商工会事務局が︑ツアーの詳細

加者を受け入れました︒宮崎︑佐賀︑

古賀 私たちの事業では︑この２年で

ツアー参加者の反応はいかがですか？

ートしてくれる体制にあるんですね︒

末武 商工会事務局もしっかりとサポ

に声をかけてくれることもあります︒

るかもしれません︒宇美町では︑どの

絵画教室のメンバーがいて︑女性部員

の運営サポートなどのほか︑細かい面

部員の参加率を上げる

ような企画を提案しているのですか？

で習ってコツを覚えました︒アートフ

倒を見てくれます︒

宇美町は泊まるところも温泉もない

古賀 宇美町の企画﹁絵封筒やアート

ラワーも女性部副部長に習い︑部費の

老舗酒蔵や博多織工場見学

商工会︑２団体︑合計３４１人の参

長崎など九州一円からお越しいただ

き︑宇美町のある糟屋郡地域の女性部

長も参加してくれました︒地域にも知

られ︑農業団体など町内外の他団体が

視察に訪れるようになりました︒

参加者の中には︑絵封筒教室で習っ

たことを生かして早速お礼状を送って

くださる方がたくさんいます︒
﹁絵封

筒づくりが楽しかった﹂
﹁商売の参考

した絵やデザインを表現する﹁絵封筒

メインは︑封筒の表面に切手を生か

ア体験や講演会に参加させてもらうな

院で︑商工会女性部が看護ボランティ

飾ってもらったりしています︒その病

地域の病院のロビーに絵手紙などを

黒川 私たちが︑ツアーのときにおそ

りしてくれます︒

の周知をして近隣店舗に理解を求めた

応対に行ってくれたり︑事前にツアー

情がきたことなどあるんですが︑その

ちのイメージは︑大事な時間を楽しく

い路地を通るので︑近隣のお店から苦

講座﹂と︑枯れない花でアレンジを楽

ど交流が深まっています︒

ろいのピンクジャンパーを着て誘導し

になりました﹂など︑嬉しい言葉をた

しむ﹁アートフラワー﹂のワークショ

末武 地域のつながりを生かして︑お

49

人の方に来ていただきました︒私た

黒川 由仁町へは︑３商工会から合計

ったと嬉しくなります︒

くさんいただき︑がんばった甲斐があ

ップです︒マルト醤油醸造元内の古民

ほどのプランを基本にしています︒

地域の他団体からも申し込み

フラワー作りの楽しさや︑老舗酒蔵な

お返しとして毎年末に全女性部員に配

会話が弾むものづくり体験と

どを見学して見聞を広めよう﹂は︑体

布しているものです︒

10

例えば︑ツアーの際に観光バスが細

験型の企画を組み合わせて１日５時間

「参加者と朝ヨガでウォーミングアッ
プ。爽快な一日が始まります」
─由仁町
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れて来たい﹂といった〝誰とどこに〟

食べたい﹂
﹁ハーブガーデンに孫を連

を超えて﹁今度は友だちと一緒に来て

過ごしていただくことでしたが︑予想

ますか？

ためには︑どんなことを考えてい

後︑より一層ツアーを充実させる

ターにもつながると思います︒今

買ってもらえれば︑商品のリピー

地元部員の参加拡大が課題

といった非常に具体的な評価を得られ
ました︒目的を持って再度来てくれる
可能性が高いと感じています︒

くさんしてくれるのではないですか？

ようですね︒女性部員はお買い物をた
て︑同じように町巡りを体験して

部員や部員候補の方々に声をかけ

広げていきたいと思います︒女性

古賀 まずは︑参加部員の裾野を

古賀 それはそれは︑たくさんお買い

もらうことを考えています︒

末武 期待以上の反応が得られている

物をしてくれます︒お店の男性店員が

る乳がん検診を行いました︒女性部の

ＰＲに︑フェイスブックを使ったり︑

雑誌サポーター制度を活用したりもし

ています︒

将来的には︑地域に根差した課題を

解決する役割を女性部で担えるように

していきたいんです︒女性部の増強に

力を入れながら︑町民向けの企画も展

開していきたいと考えています︒

黒川 毎年恒例の親睦旅行で︑今年は

本別町に出かけました︒本別町商工会

女性部は︑おもてなし交流事業の第１

黒川 由仁町でもたくさん買ってくれ

会のことを見直しているようです︒

た店舗も︑あまりの経済効果に︑商工

方もいます︒商工会と距離を置いてい

って気に入って︑リピーターになった

黒川 今中心となって動いているのが

たいと思っています︒

っているので︑これからも続けていき

女性部の活性化︑部員強化にもつなが

は新規女性部員が２人入る予定です︒

せっけん部会の参加者が増え︑来年度

で︑役員さんはしっかりと声をかけ︑

ると︑引き受けてくれることも多いの

加してほしい部分を具体的にお願いす

係ない﹂と思う人もいるようです︒参

部活動は役員がする事業で︑私には関

なりがちです︒部員の中には︑
﹁女性

末武 女性部活動では︑役員が主体に

と感じます︒
地域の魅力を再発見でき︑

し交流事業はいい事業に育っているな

末武 お二人の話を聞いて︑おもてな

たらいいなと思います︒

域を超えた交流をますます広げていけ

に行くような親しみを感じました︒地

おもてなしをしてくれ︑友だちに会い

由仁町に来てくれたメンバーが現地で

号のお客様でした︒本別町に行くと︑

ます︒夜の懇親会で︑特産のホワイト

役員さんなので︑部員さんにももっと

組織を引っ張っていってほしいと思い

おもてなし交流事業をきっかけに︑

アスパラのピクルスを出したところ︑

参加してもらえるよう呼びかけていき

ます︒

びっくりするくらいです︒お土産で買

在庫がなくなるほど注文をいただいた

たいと思っています︒

人用土鍋までも購入してくださいまし

にご主人と再度宿泊され︑夕食時の一

ただいたりしました︒その方は︑翌週

の方には︑お店で由仁の米を使ってい

ったですし︑企画を提供する私たち自

地域の魅力を再発見できたことはよか

さんあるのには反省しました︒でも︑

商売してきたのに知らないことがたく

この事業に取り組んで︑長年地元で

信がつきました︒東北支援の物販企画

業にチャレンジしたことで︑部員に自

古賀 宇美町では︑おもてなし交流事

業を活用してほしいと思います︒

ので︑ぜひとも多くの女性部でこの事

この事業はまだまだ続けていきます

地域外の女性部との交流が促進された

り︑ご家業が飲食店をしている参加者

た︒

身が楽しく︑部員の結束力も高まりま

を行ったほか︑マンモグラフィーによ

女性部活動が活発化

て︑大変心強い思いです︒

果を発揮しているということを聞い

感が増し︑また女性部員の増強にも効

のはもちろん︑地域内で女性部の存在

末武 地域の魅力を実際に体感しても

した︒

事業にチャレンジして︑部員に自信

らい︑その上で地域の品物をたくさん
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「アートフラワーづくりに熱中。
にぎやかな時間が過ごせます」
─宇美町

