




長岡商工会議所女性会 令和元年度事業報告 

 
＜会員数＞ ４7 名（R2.3.31 現在） ※新入会 11 名 

 

＜主な事業活動＞  

 「ひとりと一人・創る明日に羽ばたこう」を活動テーマに定例会を開催するほか、総務・研修・交流の３委

員会による事業を開催。今年度は 3 委員会合同プロジェクトを設置するなど活動範囲を広め、会員以外の

女性経営者等や一般の方も対象とした事業を展開した。 

 

１．会議の開催 

（１）総会＆例会 

①総会＆懇親会 （4/22 長岡グランドホテル 担当:総務） 

②第 1 回例会＆懇親会 （6/18 長岡商工会議所 担当:研修） 

    特別講話「女性のための相続講座」 講師：あすか中央税理士法人 副所長 並木純子 氏 

③第 2 回例会＆納涼会 （8/28 料亭いまつ 担当：総務） 

    特別報告「ミセスコンテスト世界大会 アンバサダー賞の受賞」講師：㈲光明舎 代表取締役 笹川正子 氏     

④第 3 回例会＆懇親会（10/23 長岡商工会議所 担当:交流） 

    勉強会「長岡市の子育て支援の課題」 講師：長岡市議会議員 桑原望 氏 

⑤臨時総会＆クリスマス懇親会 （12/18 割烹魚藤 担当:研修） 

⑥第 2 回臨時総会＆懇親会（2/18 長岡グランドホテル 担当：総務） 

（２）役員会の開催（毎月 1 回・計 12 回） 

（３）委員会の開催（総務 3 回、研修 2 回、交流 2 回、3 委員会合同 PJ4 回） 

 

２．事業の実施 

（１）女性限定異業種交流会（担当：3 委員会合同プロジェクト） 

働く女性を対象に異業種交流会を開催。参加者 53 名 

期日：9 月 18 日(水)／長岡グランドホテル 

（２）ながおか 2019 まちなか茶会（担当：研修） 

        長岡市茶道文化協会と共催で開催。参加者 151 名 

期日：11 月 2 日(土)／長岡商工会議所 5 階茶室、アオーレ長岡 

（３）大人の文化祭（担当：研修） 

「第 5 回ながおか野菜クオーレ祭り」に女性会ブースを出展。 

期日：11 月 16(土)・17(日)／ハイブ長岡 

（４）公開講演会「女性が日本を救う？長岡からの挑戦」（担当：交流） 

    期日：11 月 22 日(金)／長岡商工会議所／参加者 96 名 

    講師：(株)wiwiw 代表取締役会長 山極清子 氏 

 

 ３．その他 

（１）ホームページの運営（担当：総務） 

（２）第 51 回全国商工会議所女性会連合会「鹿児島大会」（9/5～7）への参画 

（３）新潟県内商工会議所女性会合同研修会（10/2）への参画 

9/18女性限定異業種交流会 

11/22 公開講演会「女性が日本を救う？」 



長岡商工会議所女性会 

令和元年度「第 2回臨時総会＆懇親会」 

日 時：令和 2年 2月 18日（火）18:00～20:30 

場 所：長岡グランドホテル ２F悠久の間 

 

開催内容報告 

 

今年度末をもって任期満了となる役員の選任について協議が行われ、次年度副会長・理

事・監事・各委員長が承認されました。 

先に承認されていた西脇次年度会長をはじめ、次年度役員の皆様の新しいスタートへの意

気込みを語って頂きました。 

その後の懇親会では、現役員の皆様の 2 年間の活動や思い出などを語って頂き、任期満了

を迎える役員の皆様をねぎらう、和やかで楽しい女性会らしい会となりました。 

会員 25名が出席。 

（担当：総務委員会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



長岡商工会議所女性会 

令和元年度「臨時総会＆クリスマス懇親会」 

日 時：令和元年 12月 18日（水）18:00～20:30 

場 所：割烹 魚藤 

 

開催内容報告 

 

今年度末をもって任期満了になります会長選任について協議が行われ、西脇美智子氏が

次期会長候補として承認されました。 

臨時総会後クリスマス懇親会を行い、平成から令和に変わった 1年間を振り返るクイズ

を楽しみました。会員 30名が出席。 

（担当：研修委員会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



長岡商工会議所女性会 

「ながおか 2019 街なか茶会」 

日 時：令和元年 11月 2日（土）10:00～15:00 

場 所：長岡商工会議所茶室、アオーレ長岡 

参加者：151名 

主催：長岡市茶道文化協会／共催：当女性会 

 

開催内容報告 

 

街なか茶会が、アオーレ長岡と長岡商工会議所茶室の 2会場で行われました。大勢の方

に来ていただき、お茶をいただきながら、お点前、道具、花、掛け軸などを堪能されて

いらっしゃいました。商工会議所の茶室は駒形十吉が設計に携わったお茶室ですが、残

念ながら取り壊しが決まっております。皆さん、名残惜しそうに趣のあるお茶室での最

後のお茶会を楽しまれていらっしゃいました。 

（担当：研修委員会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長岡商工会議所 5F茶室                アオーレ会場 

 

 



長岡商工会議所女性会 

「大人の文化祭」 

日時：令和元年 11月 16日(土)・17日(日) 

場所：ハイブ長岡 

 

開催内容報告 

 

ハイブ長岡で開催された「ながおか野菜クオーレ祭り」に、大人の文化祭として女性会

ブースを出展いたしました。女性会会員が扱っているお米、クッキー、小物、ハンドク

リームなどの販売、算命学、足つぼ、手作りバッグなどのワークショップ、お米の試食

やアルビレックス BB選手のサイン色紙抽選会などで、来場された多くの皆さんに楽し

んでいただきました。 

（担当：研修委員会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



長岡商工会議所女性会 公開講演会 

「女性が日本を救う？長岡からの挑戦」 
   

日 時：令和元年 11月 22日（金） 19：00～20：40 

会 場：長岡商工会議所 2Ｆ大ホール 

テーマ：「女性が日本を救う？長岡からの挑戦」 

講 師：株式会社 wiwiw 代表取締役会長 山極 清子氏 

出席者：96名 

 

開催内容報告 

10 年ほど前だったと思いますが、長岡市小国地域出身の山際様が資生堂、㈱wiwiw

で活躍されているという日本経済新聞の記事を読み、いつかお目にかかりたいと思って

いました。 

 念願叶ってお話しを伺うことができました。 

 「働き方改革」という言葉が毎日のように聞こえてきます。働き方改革は、働かない

改革と揶揄されることもあります。講演をお聞きし、男性中心の長時間型就労を見直し

て、女性が活躍し男女ともに仕事と生活の両立ができる仕組みをつくりあげること、社

員も会社も共に成長することで仕事の生産性をより上げていくことこそ、本当の働き方

改革であるということに気づかせていただきました。 

平均寿命が延びた現代の年齢は 7 掛けの時代（50 歳なら、昔の 35 歳）、少子化の中

で元気に社会に貢献していきましょうという山際様の言葉に大いに励まされました。 

 

                         （担当：交流委員会） 

 

 

 

 

     



長岡商工会議所女性会 

「第３回例会＆勉強会」 

 

             日 時：令和元年 10月 23日（水）18:00～19:30 

              会 場：長岡商工会議所 ３Ｆホール 

              出席者：２７名 

 

開催内容報告 

長岡商工会議所女性会ではここ数年来、長岡市への意見要望活動を行っており、今年度

も、働く女性の視点から子育て支援について関心を持って取り組んでまいりました。 

今回の勉強会は、テーマを「長岡市の子育て支援の課題」と題し、長岡市議会議員の桑

原望様を講師にお迎えしご講演いただきました。 

桑原氏のお話を伺って、地域全体が「子どもを育てる」ということに関心を持つことが

大事だと感じました。 

桑原様が実際に体験されたお話は、言葉に迫力があり、これまでの市議会議員としての

活動に対するプライドを感じました。 

桑原様から女性会へのメッセージとしていただいた「地域における通訳」の役割を果た

すことを会員全員で取り組みたいと思います。 

                            （担当：交流委員会） 

 



 

 

長岡商工会議所女性会 

「女性限定異業種交流会」 
 

日 時：令和 1年 9月 18日（水）18:30～20:30  

場 所：長岡グランドホテル 

出席者：53名 

 

 

開催内容報告 

女性限定異業種交流会。初の試みのイベントでしたが、大盛況の末終えること

ができました。 

女性会メンバーの笹川正子さんによるミセスインターナショナルグローバル世

界大会へ日本代表として参加された体験談、そして参加者皆さまの意欲的な名

刺交換と交流、ラストは長岡出身デュオ「ひなた」によるミニライブ。とても

充実した一時間半でした。 

今後も働く長岡の女性を応援できるような企画や活動をしていきたいと思いま

す。 

（担当：3委員会合同プロジェクト） 

 

 

 



 

長岡商工会議所女性会 

「第 2回例会＆納涼会」 

 

日時：令和元年 8月 28日（水）18時～ 

会場：料亭 いまつ 

 

開催内容報告 

 第 2回例会＆納涼会を会員２０名が参加し和やかに開催いたしました。 

 今回の納涼会では、2019ミセスジャパンインターナショナルグローバル世界

大会に日本代表として出場された笹川正子会員が報告を行いました。 

コンテストの映像では、ダンスやウォーク、英語でのスピーチの様子が映し出

され、自信に満ちた笑顔、全身を美しく表現する姿に、本当に圧倒されました。

高い意識を持って、努力された笹川会員の報告は参加した会員に勇気を与えて

くれました。女性会のテーマである、「ひとりと一人、創る明日に羽ばたこう」 

にふさわしい体験報告会になりました。 

（担当：総務委員会） 
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