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　松江商工会議所は、今年3月に創立120周年を迎えることになりました。これも一重に、皆
様の心暖まるご支援とご協力の賜物でありますことを心よりお礼申し上げます。
　昨年7月に開催された第28回中国地方商工会議所女性会連合会松江大会では、女性ならでは
の豊かな感性、きめ細やかな心遣いにより、成功裏に開催されましたことに、心から敬意を
表し、感謝申し上げる次第でございます。
　さて、島根県では、昨年の出雲大社「平成の大遷宮」により観光分野が非常に活性化し、
多大なる経済波及効果がもたらされました。松江市内も例外ではなく、その好影響を持続し
ていくためにはさらなる観光振興対策に取り組んでいかなければなりません。地域において
は海外支援展開支援事業やIT活用推進対策をはじめとして、会員・中小事業所への経営支援
等、会員の皆様とともに前進していきたいと考えておりますので、本年も変わりませずご支
援、ご協力をお願い申し上げます。
　結びに、皆様方のこの一年のご多幸と、ますますのご発展を祈念いたしましてご挨拶とさ
せていただきます。

松江商工会議所　会頭

古 瀬 　 誠

ご あ い さ つ

　松江商工会議所女性会会員の皆様の日頃の活動とご協力に心から感謝申し上げます。
　昨年7月の「第28回中国地方商工会議所女性会連合会松江大会」は、皆様の細やかなお心遣
いの中、成功裏に開催されました。改めまして会員の皆様に厚く御礼申し上げます。
　また、恒例の「まつえ和装の日」や「チャリティーバザー」他、地域活性化のための積極
的な事業活動に対し深甚なる敬意を表します。
　さて、昨年は、「出雲大社の大遷宮」による多くの観光客が当地を訪れ、経済波及効果は
予想を大きく超える結果となりました。
　安倍新政権における「アベノミクス構想」により、わが国の経済は政策のプラス効果が
徐々に発現し、景気は緩やかに持ち直しつつあります。当地域においても企業の景況感が改
善しており、経済活動に持ち直しの動きが見られます。
　松江商工会議所は松江市に対し、「基盤整備の促進」として幹線道路の建設促進、「観光
の推進」として大都市圏や外国人の観光客誘致、そして、尾道・松江線を利用した山陽方面
からの誘客などの重点要望を行っています。
　今年は、松江商工会議所女性会会員の皆様の団結力に加え、しなやかな「おもてなし」と
「発想力」で松江市の観光振興にご尽力いただくことを願っています。

松江商工会議所　副会頭

有 澤 　 寛

　いつもいつも感じることですが、この一年間の皆様の御協力にまずは感謝です。各委員会
毎の活動を始め、まとめてくださるスタッフの方々の働きあっての元気な女性会です。沢山
の恒例の行事の他に大きな活動として三つありました。4/20（土）の尾道さくら茶会への参
加は何回か交流する中で話が盛り上がり、バスでの日帰り体験となりました。7/22・23には
当地が当番ということで中国大会を約450名を迎えて開催。2コースのエキスカーションも人
気でした。皆様のおもてなしが大会を成功に導いてくれました。9/5～7の全商大会は東北支
援という呼び掛けに3,000名超という大きな広がりとなり、私達も20名という大人数で仙台に
出向き、買物での支援が出来ました。様々な会合に出席する度に女性のパワー、心からの言
動に感銘を受けます。私達も地元の元気のために心を一つに頑張りましょう。今春の和装の
日は会議所120周年に併せての企画となります。今後も更なる御協力を宜しくお願いいたしま
す。

松江商工会議所女性会　会長

山 口 美 紀



　総務委員会は式典を担当することになり、会場レイアウ
トやパンフレット集めなど、委員会メンバーと何回も会議
をしました。ステージ上のお花は、島根にふさわしいネー
ミング「絆」をイメージした二段飾りの素敵なデザインを
お願いし、また壇上の講演台は、お花で飾り付けをしたオ
シャレな形を考えました。島根県内6女性会のそれぞれの
活動をスクリーンで観ていただいたり、会員の知恵と工夫
で皆様に楽しんでいただけたことが、とても大きな自信
と成果になったと思っています。

　総務委員会　伊瀬　孝子

　事業委員会は中国地区女性会員、そしてご来賓の方々合
わせ455名のご参加いただける受付を担当する事になりま
した。出雲大社の大遷宮と重なった事もあり、多数の方に
ご参加いただきました。会場のホテルに到着されて最初に
迎える場所であります。とにかく会員一人一人精一杯の笑
顔でお迎えするとの合言葉でスタートしました。翌日のエ
キスカーションは、八重垣神社・日本庭園コース案内役と
して目いっぱいのサービスをさせていただきました。そ

の中、岡山女性会の方が、「松江は観光案内の
出来る箇所が丸く線で結ぶ事が出来るのが
素晴らしいですね。」との声を聞き、大
好きな松江に住んでいる事に大きな喜
びが、感謝となりました。

事業委員会　糸原　要子　

　交流委員会は懇親会の担当でした。
　お天気にも恵まれ、会場のホテル
一畑からの宍道湖の眺めもすばらし
く、遠方からこられた女性会の方々
にも松江の印象は良かったのではない
でしょうか。
　女性会メンバーによるしまねっこダンス
もかわいらしく、浜田真理子さんのピアノの弾き
語り、全員での花は咲く合唱～良かったですね。
　翌日は遷宮の出雲大社へお参りし、古代出雲歴史館では
出雲の女性会のお出迎えも受け、日御碕をまわり、島根ワ
イナリーでの昼食と充実した一日を過ごすことができまし
た。
　ホスト役の松江女性会に、ご満足いただけたのではない
でしょうか。
　お別れした出雲駅での皆様の笑顔がすてきでした。

交流委員会　伊原由紀子　

　広報委員会は会場のエントランスで
の接待と、記録写真撮影を担当しまし

た。
　午後1時前の暑い時間帯のご到着でしたので、

冷サーバー6台で飲み物をご用意しました。好評だったの
は、冷えたグリーンティでした。さすが松江はお茶どころ
ですねとお褒め頂きました。
　島根の物産のおみやげブースも人気で、すれ違いもでき
ないほどの賑わいでした。
　また、ホテルのエントランスからは、宍道湖が一望でき
皆様方はゆっくりと他の女性会さんとの久々の再会を楽し
まれているご様子でした。

　広報委員会　清水　洋子　

中国地方商工会議所女性会連合会松江大会中国地方商工会議所女性会連合会松江大会中国地方商工会議所女性会連合会松江大会
H25.7.22～7.23　於 ホテル一畑

　第28回中国地方商工会議所女性連松江大会が、7月22日島根県下6女性会の力を結集して開催されました。
　来賓として、溝口島根県知事様、松浦松江市長様、松江商工会議所からは古瀬会頭様、大谷副会頭様、長谷川青年部会
長様のご臨席を賜りました。女性会からは、山口、岡山、広島、鳥取、島根の43女性会、455名ご参加頂きました。
　式典は、中商女性連大田美穂子会長、松江商工会議所女性会山口会長の歓迎の挨拶の後、来賓の方々からはお心のこも
る祝辞を頂戴致しました。又、島根県下6女性会の活動事例が5分ずつのDVDで報告されました。改めて、島根の女性経
営者の連帯、地域社会に貢献の意気込みを感じる事が出来ました。
　講演会は、隠岐の古典相撲を題材にした「渾身」の映画が大ヒットの錦織良成監督をお招きし、人と人との繋がりが
残っている田舎こそ世界の先端、出雲神話、映画作りのエピソードなどお話し頂きました。会場は笑い声がたえず、一時
間では足りない程、話題満載の講演会でした。至らない点も多々ありましたが、皆様方のご協力を頂き、この大会を無事
に終える事ができました事、心よりお礼申し上げます。

総務委員会　吉村　智子　

第28回



　　女性会恒例の「チャリティーバザー」を松江商工会議所1階大ホールで開催いたしました。
　たくさんのお客様に扉の外でお待ち頂き、予定通り11時に開店。「いらっしゃいませ」の声が届かないくらいの

お客様が一斉にご入場下さり、びっくりするやら嬉しいやらのスタートになりまし
た。
　会員が持ち寄った日用品や衣装類等を次々とお買い上げ下さり、中にはお一人で
4～5点購入して下さる方もありました。併せて、会員事業所様にもご協力頂き、
お弁当を始めとした多岐に渡る出店もあり、同様にたくさんご購入頂きました。
　多数のお客様にご来場賜り、ありがとうございました。売上げの一部3万円を社
会福祉協議会に持参し、母子生活支援施設「島根東光学園」に寄付致しました。詳
しくは、ホームページをご覧下さいませ。　　　　　　　事業委員会　神田　　郁
　

「第45回全国商工会議所女性会連合会宮城全国大会」に参加して
　素晴らしい「宮城全国大会」でした。
　約3,500名の会員が大会に集い、涙し、感動の大会でした。
　尾崎公子特別顧問のあふれる笑顔と力強い足取りを先頭に、凛とした吉川稲会
長に続き、それぞれの地区の会長が入場行進。その中でもピンクの制服の山口会
長の姿は、目立っておりました。
　そして最後に、「一歩前に！を合言葉」に、今大会を大成功に導かれた宮城女
性会の平塚ノブ会長はとても自信に満ち溢れていました。
　宮城県知事・仙台市長（女性）の祝事も通り一辺倒の挨拶ではなく、心暖まる
言葉の連続でした。
　全国大会終了後、被災地視察も行いました。2011年3月、誰もが想像だに出来なかった大震災。あれから2年
半、太陽は同じ様に昇っていても、心の中はストップモーションのままかもしれません。
　復興は依然として遅れ、津波にのまれた町並はあとかたも無く、雑草がはえ、ポンコツ車を積み上げたようなガレ
キの山も何カ所かありました。私達、松江商工会議所女性会参加者20名（内事務局2名）は、語り部さんの話に耳を
傾けながら、宅送したのにも関わらず、両手に抱えきれない程の買い物をし、一日も早い復興を祈りながら、帰路に
つきました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広報委員会　坪倉えい子
　

H25.9.5

H25.7.30H25.7.30

H25.8.5

　女性会事務局含め20名は、早朝掃除に参加しました。
　心配されたお天気も何とかもちこたえ、素晴らしい花火にたくさんの人が感動
したことでしょう。
　早朝の清掃活動には、他団体の有志の方々も多数参加され、それぞれが可燃・
不燃の指定袋を持ち1時間ばかりでとても綺麗になり、気持ち良かったです。
　もちろん、我が女性会もたくさんの出席で「おはようございます。」の元気な
声で始まり、汗でメークもくずれたところで写真撮影（笑）。中にはお孫さんの
お手伝いもあり、感心しました。関係者の皆様、ご準備から片付けまで本当にお
疲れ様でした。来年のゴミがいくらかでも減っている事を楽しみに（？）、また
参加したいと思っています。　　　　　　　　　　　　 交流委員会　北川　淑美
　

活 動 報 告

原子力発電所を見学して原子力発電所を見学して
　福島の原子力発電所問題に直面して、私だけに限らず島根県に住んでいる以上、原発問題を考えない人はいないで
しょう。約40年前に島根県に原子力発電所が建設された時、当社もその当時島根県初のコンクリートポンプ車を購入。
常時2台設置し、早朝から夜遅くまで建設に携わっていました。当時の事ですから幾度も故障したり、生コンが詰まっ
たりと、そのたびに修理の方が広島から行ったり来たりなど・・・原子力エネルギーは燃料確保のためにその期待は大
きく、最近まで人々の生活に貢献してきたと思うのです。
　時代は変わり、ましてや福島の事故以来、その様子は様変わりしました。その状況を打ち破るためにあらゆるマスコ
ミや種々の集会等で原子力発電所の確固たる安全対策を実施されています。日頃その内容について複雑な気持ちがあ
り、今回の見学は一度そういう立場での説明をきちんと聞きたかったということもあり、参加させていただきました。

総務委員会　木村多美子

H25.11.5



平成25年
  4月20日　合同例会　さくら茶会（尾道）
  4月28日　まつえ和装の日
  5月21日　平成25年度定時総会・懇親会
  6月11日　島根県商工会議所女性会連合会総会・資質向上
　　　　　 研修会
  7月22日　第28回中国地方商工会議所女性会連合会松江大会
　　　　　　　　　（～23日）
  7月30日　女性会バザー
  8月  5日　水郷祭早朝掃除参加
  8月30日　女性会ビアホール
  9月  5日　第45回全国商工会議所女性会連合会宮城全国大会
　　　　　　　　　（～6日）
  9月21日　観月会
  9月25日　おかげ天神市出店
10月18日　尾道商工会議所女性会創立30周年記念式典参加
11月  5日　拡大理事会（島根原子力発電所において）　
平成26年
  1月21日　新年会
  3月  4日　第2回合同例会
　　　　　（西日本旅客鉄道㈱松江支店長　内山　興氏による講演）　
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●長廻　民江 さん
  （㈱協和会計経営センター・事業委員会）

●原田　由美 さん
  （㈱千茶荘・総務委員会）

●神田　　郁 さん
  （㈱山陰陸送・事業委員会）

●三好美恵子 さん
  （美容室ミスティー・広報委員会）

女性会ダンス
チーム発足！

！
女性会ダンス

チーム発足！
！
チームJSDチームJSDチームJSD

　総務委員会の昨年の新年会余興で「しまねっこダンス」を踊ったことから端を発し、中国大会のオープニン
グを飾り、このまま終わるのは「もったいない」と有志が集まり、2013年8月、15名のダンスチーム　チー
ムJSDが誕生しました。
　毎月1回、練習日を設け、まずしまねっこを踊り、それからいろいろなジャンルのダンスを練習していま
す。メンバーの中にダンスの先生がいることが何よりの
強みです。
　メンバーの構成も程よく、とにかくエネルギッシュで
女性パワー全開です！
　今は「夏のだんだんまつり」に向けて一生懸命練習を
重ねています。お呼びがかかれば、どこでも行きます！
踊ります！
　女性会のダンスチーム　チームJSD　どうぞよろしく
お願いいたします。

犬2匹に猫のミミちゃん、
それと娘二人で日々騒がし
く、版画の制作をしていま
す。
今年は5月と6月に東京
（銀座）と松江（県立美術
館）で娘二人と展覧会を予
定しております。主人に感
謝です。
広報委員会　足立　順子

宮城での全国大会をきっかけに、東北

の復興が遅れている事を知り参加者の

中からにこにこ箱を復活して応援しよ

うという声が上がりました。行事の度

に会場に置かせて頂きますので皆様の

優しい気持ちをお寄せ下さいませ。

ジャパン＆
女性会の頭文字

島根＆しまねっこ

ダンス

J

S

D

歓迎!
!

どうぞ

よろし
く

にこにこ箱
復活しました！

お知らせ



会 員 募 集

松江商工会議所女性会 検索

松江商工会議所女性会

●会長/山口美紀　●〒690-0886 松江市母衣町55-4 TEL 0852-32-0506　●URL/http://www.matsue.jp/m-bwc/　●題字/日野由紀子　●写真/清水洋子   ●印刷/㈱永江印祥堂

松江商工会議所女性会であなたのパワーを発揮してみませんか。
今、時代は「女性の時代」に入り、あなたの新しい発想が活かされる
時代です。

■入会資格　松江商工会議所の会員企業の女性経営者および同会員企
業の経営に従事する女性で本会の趣旨に賛同する方。

■会　　費　年会費　15,000円
■主な事業　各種講習会、座談会、勉強会等による知識の向上
　　　　　　会員相互の親睦ならびに経営団体との連携
　　　　　　各地商工会議所女性会との連絡交流
　　　　　　松江商工会議所（親会）事業への協力

会 員 募 集

会報つばきをお届けします。発刊にあたり
原稿をお寄せ頂きました皆様にお礼を申し
上げます。ご協力有り難うございました。

広報委員一同

1年間の

事業活動
1年間の

事業活動
1年間の

事業活動

編集後記

松江商工会議所女性会 検索

ホームページをごらん下さいね

まつえ和装の日　4月28日

尾道桜大茶会参加

総務委員会

古切手寄贈（社会福祉協議会）　4月

ビアホール　8月30日

おかげ天神市　9月25日

観月会　9月21日

拡大理事会（原子力発電所見学）　11月5日

事業委員会 交流委員会 広報委員会

新年会　1月21日


