
会長をお引き受けして２期目、２年目が４月２４日
の第４７回通常総会とともにスタートしました。昨年
度同様、相模原商工会議所や女性会会員のご協
力を仰ぎながら、今年度の事業、そして全国、関東、
県等の関連団体との交流がスムーズに進むことを願
いました。
統一地方選挙の年に当たり、今年度は「市民若
葉まつり」として５月１１～ 12日に行われました。抽
選でのブースが良かったこともあり、酒まんじゅう等
の売れ行きが好調で追加が繰り返され嬉しい悲鳴
でした。６月の先進地視察研修会は、市内企業の
訪問が計画され、㈱ギオンの物流倉庫の見学と紅
葉亭の見学・ランチ交流で新しい会員も交え楽しく
有意義な一日を過ごしました。11月の先進地視察
研修会は、令和天皇即位祝賀パレードの２日前、タ
イムリーなことに赤坂の迎賓館とアクアパーク品川
の見学が叶い、これもまた世間に目を向ければ知ら
ないことや楽しいことがまだまだある事を実感です。
５月関女連「栃木大会」が、６月県女連の「理事会・

総会・会員大会」そして９月は全女連「鹿児島大会」
とそれぞれの大会に参加し、縦の繋がりも大切に
して参りました。
今年度４名の方が入会して下さいました。会員増
強に努めてきたこともあり、新たな雰囲気で毎月の
全体会や事業活動をご一緒できることはとても嬉し
いことです。
また、自然災害の多い年でもあり、相模原市で
は緑区が台風により甚大な被害を受けました。毎年
続けてきたチャリティー活動による寄付も昨年度で
市内県立高校部活動は１４校すべて終え、新たな
寄付先を話し合った結果、災害復興のために使っ
ていただこうと決まりました。
そのためにも３月の第４回チャリティーゴルフ大会

を成功に導き、微力ながら社会貢献をと考えており
ましたが、新型コロナウィルスが猛威を奮い多くの
事業、イベントが中止、延期を余儀なくされました。
女性会の事業も例外ではなく、参加者の安全のた
めにも中止せざるを得ませんでした。
今後も、女性経営者として、より良く、より高く、

より広くの資質を求めて研鑽を積み、商工会議所の
事業活動への参画と会員の経済的地位向上に資す
ることに努力して参ります。「繋がりそして輝く」‼
４年間を一つの区切りとしてこれまでのご協力に感
謝申し上げます。

会 長 挨 拶

相模原商工会議所女性会
会　長　本間　セツ
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神奈川県商工会議所女性会
理事会・総会・会員大会

2019. 5. 22

関東商工会議所女性会連合会
第３４回総会【栃木大会】

2019.4.24
第４７回 通常総会

2019. 9.5～7

第５１回 全国商工会議所女性会
連合会　鹿児島大会

2019.11.8

先進地視察研修会

迎賓館＆アクアパーク品川 視察研修

2020.1.22
新 年 会

2019.11.26

神奈川県商工会議所女性会
連合会　講演会

2019.6.19

市内企業訪問

ギオン＆紅葉亭 視察

2019. 5.11～12
第４６回 若葉まつり

１１月２６日（火）横浜ベイホテル東急で県女連講演会
に出席しましたので、その報告をさせていただきます。講
師は女優の山本陽子さん。テーマは「女優として輝き続
けるには・・・」です。山本陽子さんのお話から「輝き続
ける人生を過ごす」ためのヒントをたくさんいただきまし
た。
その中から３つだけご紹介いたします。

（その１）「メリハリをつける」
普段はジーンズ姿ですが、しかるべき時には着物を美

先進地視察研修会

しく着こなす山本さん。日常生活の中でもメリハリをつけ
て過ごすことの大切さを教えていただきました。
（その２）「チャレンジ精神」
つい口癖になりがちな「歳だから」という言葉を「チャレ

ンジ」に置き換えること。
何歳になっても常に挑戦し続けることこそ若さを保つ
秘訣だということを山本さんが証明済み。
（その３）「行動力」
思い立ったらすぐに行動するという山本さん。ただ思っ

ているだけでは輝けません。行動することでいろいろな
出会いが生まれ、人生が豊かになりますよね。
メリハリをつけて生活し、チャレンジ精神を忘れず、行
動力を発揮して、自分の人生を輝かせたいと改めて思わ
せていただいた講演会でした。

河津桜が咲き春本番を待つばかりのこ
の時、世界を揺るがすコロナウィルスが
牙をむいています。尋常でないこの事態
にどう立ち向かうか問われています。

　就職希望者・就職困難者に対して、就業支援・
職業能力の開発に関する事業を行い、経済活動の活
性化に寄与することを事業目的として、2007年に
NPO法人ナレッジ・リンクを設立いたしました。
　継続性・実現性のある事業展開を目指し、就労支
援プログラムの企画と実施を経て、相模原市で実施
している無料の職業紹介事業へと繋げております。
どうぞよろしくお願いいたします。

　初めまして。虹のかけはしBrücke の依光玉恵
です。研修講師として、より良い人間関係づくりを
目指し、①「江戸の知恵を今に活かす」（講演）、
②「自分が見える・相手がわかる心理学」（講座）、
③「仕事と暮らしに活かすコミュニケーション」（講
座）の３本柱で活動しています。ぜひ声をおかけく
ださい。

【広報委員長】 郝　　麗娜
【副 委 員 長】 猪熊　幸江、成川まさ子
【委　　　員】 吉田みち代、吉原　洋子、中村　紅
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NPO法人ナレッジ・リンク

久保田 啓仁
ひろ み

相模原市中央区相模原6－24－5
松井ビル
電話 042－810－6903

代表取締役
く ぼ た

・セェリ・アカデミー・ド・バレエ　
　中央区・緑区にて主宰
・Agha Cafe
１階　自家製の米・野菜を使用した
　　　ランチ（毎週金曜）のみ
２階　ギャラリー（金・土・日）
　　　歌川豊国他 浮世絵、
　　　水彩画の野坂徹夫を展示

株式会社Cerri

大谷　勇子
おお たに ゆう こ

相模原市田名4835－1
電話 042－760－0266

代表取締役

虹のかけはしBrücke
　　　　　　　　　　 　(ブリュッケ)

依光　玉恵
より みつ たま え

相模原市中央区相模原5-5-8
相模原ガーデンハウス402
電話 042－758－1242

代　表新
入
会
員
紹
介

依光　玉恵

神奈川県商工会議所
女性会連合会 講演会

年間行事
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11 月 8 日（金）8 時出発、迎賓館とアクアパーク品川へ。

バスは特別仕様SC相模原のゆったりバス。

都内に入り、表参道は日ノ丸の旗が飾られ、まるで私たちを出迎えているよう。

意気揚々時間どおり迎賓館へ。人数制限のため12名は和風別館へ、ほか3名は

本館と庭園の見学。和風別館はしっとりとした日本建築、秋の優しい日差しに包まれ、

「游心館」の名のとおり、心なごむ水のゆらぎを感じるステキな空間でした。本館の

迎賓館はまるでヨーロッパの宮殿・日本の建築の粋を極めた「素晴らしい」の一言。

特に２階大ホールの大理石の大円柱は、圧巻でした。

そして品川プリンスホテルでのバイキングに舌鼓を打ち、アクアパーク品川へ。

イルカショーや珍しい魚たちに子供のように皆大はしゃぎ。

童心に戻った楽しい秋の一日でした。

2020年3月30日（2） （3）2020年3月30日さえずり さえずり

第４７回 通常総会 佐々木　美保

4月24日(水)に第47回通常総会が産業会館で開催
されました。「商工会議所女性会」を斉唱の後、本間会
長を議長とし平成30年度事業報告並びに2019年度
事業計画・収支予算について審議、承認されました。
通常総会の後、中小企業診断士・消費生活アドバイザ
ーの有本コンサルティングオフィス代表の有本知里様
による講演会「今からでも間に合う消費税増税・軽減
税率セミナー」が開催されました。10月から始まる消費
税増税、軽減税率について話され、キャッシュレス決済
のタイムリーな話題になると会員から質問が出るなど、
ためになるお話でした。講演会後は引き続き懇親会が
催され、杉岡会頭、座間専務理事にご出席いただきお
食事をしながら和やかに交流しました。

市内企業訪問

ギオン＆紅葉亭 視察 吉川　倭文美

6月19日（水）市内企業訪問で㈱ギオン首都圏ター
ミナルと紅葉亭に行きました。㈱ギオンは、1965年の
創業以来「物を運び、人々の生活を豊かにする」をコン
セプトに成長を遂げてきた企業です。
圏央道貫通に伴い相模原愛川ICに幹線物流の結節
点として造られた「ギオンアーカイブセンター」を訪問
致しました。
そこは、文書保管、預け入れ、取り出し、廃棄処理ま

で、最新の設備を備え
た拠点として活躍し
ています。
近代経営を考える
上での物の処理経営
方法の新しい流れを
考えさせられました。
昼食および会議を
紅葉亭にて行い、その
後モナの丘にてハー
ブ園を見学しました。
新しい物流時代を
迎えるんだと確信し
た１日でした。

令和元年度 事業報告

木下　暉子

第５１回 全国商工会議所女性会連合会
　　　　　　　鹿児島大会

迎賓館
 ＆アクアパーク品川　
　　視察研修

迎賓館
 ＆アクアパーク品川　
　　視察研修

先進地視察研修会先進地視察研修会

吉田　留美

９月６日（金）鹿児島アリ
ーナにて開催されました。
今回第51回目を迎えた
同大会には全国から330
の商工会議所女性会、計
2574名の女性会会員が
参加。
当商工会議所女性会からも本間セツ会長他３名参加

しました。
総会では、藤沢薫全女連会長や宮之原清子鹿児島県
女性会連合会会長によるあいさつの後、三反園訓鹿児島

県知事をはじめ来賓の方々からの祝辞を頂きました。
その後、「西郷どん！」の原作者の林真理子氏を講師
に迎え「私の仕事から」と題した記念講演会が行われま
した。


