
懇親会はｶﾗｵｹや 

ｸｲｽﾞで大いに盛り 

上がりました！ 

※新役員は下記のとおり（◎は新任） 
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５月１３日（水）、ホテルＪＡＬシティ松山

において通常総会を開催し、２０年度事業報

告・収支決算報告並びに２１年度事業計画

(案)・収支予算(案)が承認されました。 

 また、役員改選では、久保会長を再任し、副

会長には、藪・安部・志賀副会長の再任に加え

て、新たに、村上副会長を選任しました。 

さらに、「総務・事業・研修・交流」の４つ

の委員会にそれぞれ委員長と委員を置き、組織

機能の強化と委員会活動の体制確立を図るた

め、理事を１１名増員しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

総会終了後の講演会では、松山市総合政策部 

坂の上の雲まちづくり担当部長 松本啓治氏を

講師にお迎えし、「スペシャルドラマ『坂の上

の雲』の放映を迎えて」というテーマでご講演

いただきました。 

所属委員会 女性会役職 氏  名 事業所名 

－ 相談役 坂和 寿々子 ㈱サカワ 

－ 顧問 井門  要 ㈱丸三書店 

－ 会長 久保 素子 久保豊㈱ 

総務 副会長 藪 真智子 ㈲ﾌｫﾚｽﾄﾙｰﾑしほれの家 

総務 補佐 三好 世津 ㈱三好食産すしまる 

事業 副会長 村上 美恵子 ㈱ホクト 

事業 補佐 熊本 寛子 ㈲熊本陶器店 

研修 副会長 安部 幸子 ㈲道後亭 

研修 補佐 石田 典子 ㈱絣屋 

交流 副会長 志賀 かおり ㈲K＆D パートナーズ 

交流 補佐 小倉 三左子 ㈱小倉葬祭社 

－ 会員委員長 宮石 成子 ㈲デュエット 

－ 会員委員長補佐 中尾 須摩子 中尾建材 

総務委員長 ◎ 理事 向井 益子 ㈲向井土建 

総務 理事 秋山  好 ㈱光商会 

総務 理事 兼岡 美起子 ㈱リンダリー・ジャパン 

総務 ◎ 理事 重見 弥生 ㈲ひばり園 

総務 理事 永井 玲子 永井ビル 

総務 理事 峯松 登美子 ㈲越智花店 

総務 ◎ 理事 守谷 みどり ㈱ハイクロレラ 

事業委員長 ◎ 理事 佐川 東輝枝 佐川印刷㈱ 

事業 ◎ 理事 大西 旦真 bellezza（季節の惣菜ごちそう屋） 

事業 理事 加戸 由理子 ㈱とかげや 

事業 ◎ 理事 竹内 紀久子 ㈲三浦屋文具店 

事業 理事 鶴田 清恵 ㈱つるや 

事業 ◎ 理事 中村 雅子 ㈱松山中央ボウル 

研修委員長 ◎ 理事 片井 泉美 (宗）安城寺 

研修 理事 奥村 時雨 ㈲大和屋本店旅館 

研修 理事 竹林 淑子 谷屋 

研修 理事 土居 美紀子 小松印刷㈱松山営業所 

研修 理事 藤堂 麻子 ㈲塩屋呉服店 

交流委員長 ◎ 理事 宮内 純子 ㈱キャリア 

交流 理事 菅野 一二三 菅野敏㈱ 

交流 理事 玉置 晶子 ㈱一六 

交流 ◎ 理事 中村 敬子 ㈱小野商会 

交流 理事 横山 史 ＮＰＯ法人Ｅｙｅｓ 

－ 監事 新開 千冨美 ㈲日新商会 

－ ◎ 監事 上岡 素子 ㈲上岡軒茶舗 

 

就任の挨拶 

をする 

久保会長 

７月１８日（土）、村上担当副会長、佐川事業委員長はじめ 

会員１３名の参加のもと、銀天街の丸三書店前でチャリティ 

バザーを開催しました。 

このチャリティバザーは、毎年、中央商店街の土曜夜市に 

合わせて実施しており、女性会会員からご提供いただいた余剰

品を市民の皆様に格安で販売するものです。 

バザー当日は、天候に恵まれ、夜市で賑わうなか、約１時間

程度で商品を完売する盛況となりました。 

 売上金の一部は、ロシア人墓地の清掃活動に取り組む勝山 

中学校へ献花用のお花代として毎年寄付しております。 

大変暑い中、 

お疲れ様でした 

“（^_^）v 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６月１７日（水）、リジェール宇和島において、県内９会議所 

女性会から１４２名（当会からは１９名）の参加のもと、定時総会

が開催されました。 

総会では、２０年度事業報告・収支決算報告並びに２１年度事業

計画(案)・収支予算(案)、四国商工会議所女性会連合会総会愛媛 

大会(案)等が諮られ、原案通り承認されました。 

総会終了後の研修会では、３度のオリンピック出場を果たした、

松山市出身の元ビーチバレー選手 佐伯美香氏を講師にお迎えし、

ご講演をいただきました。 

研修会終了後は、エキスカーションとして地元宇和島特産の真珠

を使った携帯ストラップやブレスレットを作成し、懇親会では、 

県内の各商工会議所女性会の相互の交流を図ることができました。 

総会で挨拶をする久保会長 

真珠アクセサリー作り 

（上手くできるかな！？） 

夫や息子の後押しがあっ

たからこそ、現役復帰が果

たせました。昨年の北京五

輪で、現地まで応援に来て

くれた息子に、選手として

の母親の姿を見せられた

ことが最高の喜びです♪ 

９月４日（金）、第４１回全国商工会議所女性会連合会 長野全国大会が開催され、当会から８名が参加

しました。大会参加者は約３，３００名で、会場となった“エムウェーブ”では、総会、記念講演、物産

展が行われ、さらに会員全員が１フロアーに着座する懇親会では、施設規模と迫力に圧倒されるほどでし

た。さらに「ようこそ長野へ」の合言葉のもと、長野県女性連の皆様の温かいおもてなしに感激しました。 

 翌５日（土）は、志賀高原や善光寺散策に出かけました。高山植物に触れ、精進料理を堪能し、また、

皇太子殿下ご一家のお車をお見送りさせていただく、思い掛けない幸運にも恵まれ、大変思い出深い大会

となりました。 

来年は“宮崎”でお会いしましょう！（by東国原知事） 

平成 22年 10 月 15 日(金)～16 日（土） 

於：フェニックス・シーガイア・リゾート 

善光寺の宿坊玄関前にて 高原の新鮮な空気に思わず深呼吸！ 挨拶をする全女連・吉川会長 

＜お知らせ＞ 
11 月 11 日（水）１３：３０～、リーガロイヤルホテル新居浜において、愛媛県商工会議所女性会

連合会の主管による、「第１２回四国商工会議所女性会連合会総会 愛媛大会」が開催されます。 

また、新居浜市にある「萩生寺」に立ち寄り、佛眼が描かれた本堂や両面大師像、砂曼荼羅などの

見学も予定しております。四国管内の女性会会員との交流に是非ご参加下さい。 

講師 佐伯美香さん 


