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第 1 号議案 

令和元年度事業報告並びに収支決算の承認について 

 

自 平成３１年 ４月 １日 

至 令和 ２年 ３月３１日 

１．事業総括 

  令和元年度、甲賀市商工会女性部では、地域振興委員会・研修委員会・広報委 
 員会を中心に事業を展開して参りました。 

地域振興委員会では、こうか商工まつりに参加し、手裏剣投げ体験、ポップコーン
の配布、ミニフラワーつくりなど、各イベントを盛り上げ女性部のＰＲに繋がりまし
た。 

  研修委員会では、甲賀市と同じ忍者の郷・伊賀市を視察。忍者アピールの仕方や

観光の取り組みについて研修しました。他に人権研修会・ヨガ教室を開催致しまし

た。 
  広報委員会では、年２回広報誌『にじのかけはし』を発行し、これらの事業報告

や事業所の紹介し、商工会全会員へ配布し女性部事業等について周知いたしました。 
  また、未来創造事業研修会の会報コンテストに出展し高い評価を受けました。  

各支部事業としてお花の講習会、部員交流会、駅前清掃など積極的に事業をいたし

ました。  
今年度から女性部の事業活動をより多くの方に見ていただけるよう、ホームページ

を開設いたしました。 
若手後継者等未来創造事業については、「甲賀から全国へ届けます！甲賀の魅力

を！」と題して薬膳の効能を活かした手土産となるお菓子の開発を計画。専門家の講

師を招きいれ、未来創造事業委員会を立ち上げ会議を開催いたしました。こうか商工

まつり会場、未来創造事業研修会の会場にて試作品の試食とアンケート調査を行い、

そのデータをもとに今後も商品開発をしていきます。 
  これからも部員皆様のご意見をいただきながら、各事業所の繁栄に役立つ事業を 
 実施していきたいと考えています。 

令和元年度に実施した事業等は次のとおりです 

２．組 織  
   

平成 31 年 4 月  1 日 現在  １９５名 
令和 2 年 3 月 31 日  現在  １９１名 

内訳 水口 ３３ 
   土山 ４５ 
   甲賀 ３８ 
   甲南 ２３ 
   信楽 ５２ 

（加入６ 脱退１０） 
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３．事業報告 

 事業実績 
開催日 内   容 場所 参加人数 

４月 ９日 
甲賀市との懇談会・講演〔総会後〕 
テーマ「ワークライフ バランス」 
甲賀市女性活躍推進室 室長 係長 

甲賀市商工会  ５０名 

６月１３日 
視察研修会 
[三重県伊賀市、城下町周辺] 三重県伊賀市 ４０名 

７月１７日 水口支部部員交流会 まるーむ ７名 

７月２７日 しがらき火まつり松明奉納（台風のため中止） 信楽町 ―  

７月２８日 早朝クリーン作戦（台風のため中止） 信楽町 ―  

１０月２０日 
こうか商工まつり 手裏剣投げ体験 

ミニフラワーつくり ポップコーン配布 
ＪＡこうか駐車場 １９名 

１０月２７日 
ネイルケア・ハンドマッサージセミナー＆ 

セミナー参加交流会 
パセイニア ７名 

１１月 ８日 信楽支部ちぎり絵講習会 信楽支所 ４名 

１１月１３日 土山支部懇親会・プラントハンガー講座 土山支所 １２名 

１１月１３日 
おもてなし交流事業 
［射水市商工会女性部１２名来訪］ 

信楽コース ４名 

１２月 ６日 しがらき駅前清掃 信楽駅前周辺 １２名 

１２月１８日 お花の講習会（寄せ植え） 水口支所 ７名 

１２月１９日 お花の講習会（寄せ植え） 土山支所 １０名 

１２月２６日 お花の講習会(フラワーアレンジメント) 甲賀支所 １０名 

１２月２６日 お花の講習会(フラワーアレンジメント) 信楽支所 ８名 

１月１５日 
人権研修会   

講師 甲賀市人権推進委員 今井ゆり 様 
甲賀市商工会 １２名 

１月１８日 信楽支部新年会 山びこ １２名 

１月２２日 甲賀支部新年親睦会 Japan Dining emu １３名 
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２月１０日 水口支部新年親睦会 うを金 １０名 

２月１９日 リラックスヨガ教室とお茶会 まるーむ １７名 

２月２７日 甲南支部部員交流会 Ｄｏｕｂｌｅ ８名 

３月 ６日 クリーン作戦 土山町 ９名 

３月１８日 
土山支部研修＆交流会 

(新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止） 

古民家カフェ 

一里塚 
―  

３月１９日 甲南支部部員研修会 お花の講習会 杉谷公民館 ３名 

３月２３日 街中クリーン作戦 信楽町 ３名 

 

全女性連 災害復興支援事業 
全国統一「災害対策 100 円積立基金」事業 [19,500 円募金] 

〃「輝く女性部活躍推進基金」事業 [19,500 円募金]を女性部会計より支出    

広  報 
女性部広報誌「にじのかけはし」第 15 号・第 16号発行(各 2,500 部) 

未来創造事業研修会 部会報コンテスト出展 

年  間 
使用済み切手、プリペイドカード収集 

ペットボトルキャップ回収    
部員全員 

 

 

若手後継者等未来創造事業実績 

『甲賀から全国へ届けます！甲賀市の魅力を！』 

・甲賀産の安心・安全な食材での特産品開発。 

・健康・長寿のための薬膳に特化した商品開発をプロの指導のもと商品化へ結びつける。 

 
開催日 内   容 場  所 参加人数 

６月２７日 

第１回未来創造事業委員会 
講師 国際薬膳師  

提中 知子 氏 
講師 ロイヤルオークパティシエ 

安井  豊 氏 

甲賀市商工会館 １１名 

７月３０日 
第２回未来創造事業委員会 
講師 提中 知子 氏 
講師 安井  豊 氏 

甲賀市商工会館 ８名 
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８月２７日  

第３回未来創造事業委員会 
講師 提中 知子 氏 
講師 安井  豊 氏 

甲賀市商工会館 ７名 

９月１８日 
第４回未来創造事業委員会 
講師 提中 知子 氏 
講師 安井  豊 氏 

甲賀市商工会館 １４名 
 

１０月７日 

講師との打ち合わせ会議 

講師 提中 知子 氏 
講師 安井  豊 氏 

大津市堅田 

琵琶湖大橋 

米プラザ 

４名 

１０月２０日 
若手後継者等未来創造事業 
お菓子試作品２００個準備 
アンケート調査 １６８枚回答  

水口ＪＡこうか 
駐車場 

１９名 

１１月１６日 

第５回未来創造事業委員会 
講師 提中 知子 氏 
講師 安井  豊 氏 

甲賀市商工会館 
１２名 

 

１２月１２日 

第６回未来創造事業委員会 
講師 提中 知子 氏 
講師 安井  豊 氏 

甲賀市商工会館 
１０名 

 

１月１５日 

第７回未来創造事業委員会 
講師 提中 知子 氏 
講師 安井  豊 氏 

甲賀市商工会館 
１３名 

 

１月２９日 

令和元年度未来創造事業研修会 
薬膳の効能を活かした手土産となる

お菓子の特産品開発 

試作品１００食準備     

アンケート調査  ８６枚回答 

ホテルニューオウミ  １０名 

２月１３日 
講師との打ち合わせ会議 

講師 提中 知子 氏 
講師 安井  豊 氏 

大津市堅田 
宿屋きよみ荘 

４名 
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会議関係 
開催日 内   容 場  所 参加人数 

４月 ３日 監 査 会 甲賀市商工会館 ４名 

４月 ９日 通常部員総会 魚仙 
１４７名 

(内委任状 97 名) 

４月１０日 第１回常任委員会 甲賀市商工会館 １５名 

４月１０日 広報委員会 甲賀市商工会館 ３名 

４月１０日 研修委員会 甲賀市商工会館 ５名 

４月１０日 地域振興委員会 甲賀市商工会館 ５名 

４月２２日 広報委員会 甲賀市商工会館 ５名 

４月２２日 第２回常任委員会 甲賀市商工会館 １１名 

５月１３日 広報委員会 甲賀市商工会館 ５名 

５月 ９日 土山支部役員会 
甲賀市商工会館 
土山支所 

６名 

５月３０日 正副部長会 甲賀市商工会館 ５名 

５月３０日 第３回常任委員会 甲賀市商工会館 １３名 

６月２０日 正副部長会 グリルフジタ ５名 

６月２７日 第４回常任委員会 甲賀市商工会館 ９名 

６月 ５日 信楽支部役員会 信楽伝統産業会館 ９名 

６月１２日 甲賀支部会 甲賀市商工会館 １２名 

８月２７日 第５回常任委員会 甲賀市商工会館 １１名 

９月１８日 広報委員会 甲賀市商工会館 ４名 

１０月１８日 第６回常任委員会 甲賀市商工会館 １３名 

１１月 ６日 広報委員会 甲賀市商工会館 ４名 

１１月２１日 広報委員会 ＨＰへのメール投稿 甲賀市商工会館 ４名 

１２月１２日 第７回常任委員会 甲賀市商工会館 １０名 

１月１５日 第８回常任委員会 甲賀市商工会館 １２名 

３月 ５日 正副部長会 中止 書面決議 甲賀市商工会館 ―  

３月 ５日 第８回常任委員会 中止 書面決議 甲賀市商工会館 ―  
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事業実績(県・ブロック・その他の事業報告) 
開催日 内   容 場   所 

４月 ５日 県女連 理事会  近江八幡市ホテルニューオウミ 

４月１７日 B ブロック商工会女性部 新旧部長等会議 甲賀市商工会館 

４月２３日 県女性連 通常総会・リーダー養成研修会 
近江八幡市ホテルニューオウミ 
４名 

５月 9.10 日 
近畿府県商工会女性部連合会連絡協議会 
通常総会 

大阪府大阪市 
シェラトン都ホテル大阪 

５月２８日 県女性連理事会・女性部長懇談会 近江八幡市ホテルニューオウミ 

６月１４日 
「部落解放第５６回滋賀県女性のつどい」 
第１回実行委員会 解放県民センター 

６月１８日 県青連・女性連合同正副会長会議 近江八幡市ホテルニューオウミ 

７月 ３日 

県青女合同交流研修会（主張発表大会） 
B ブロック商工会代表 湖南市 
地域物産展示販売交流会（B ブロック担当） 
１７事業所 出展 
アトラクション クイズ大会（B ブロック担当） 

草津市クサツエストピアホテル 
１１名 
 

７月２３日 

県女性連正副会長会議  
アクションプラン策定委員会 
理事会・役員会 

近江八幡市ホテルニューオウミ 

７月２４日 B ブロック商工会女性部 部長会議 湖南市商工会館 

９月 4・5日 近畿ブロック商工会女性部交流会 
京都府京都市 
ホテルグランディア京都 ３名 

９月１１日 

県女性連正副会長会議 
理事会・役員会 
広報委員会 

近江八幡市ホテルニューオウミ 

９月２５日 

ブロック別研修・懇談会 
 
Ｂブロック商工会女性部事業 
『１００才現役 美と健康』～脳エステ～ 
チャリティー募金 

 
甲賀市商工会館 正副部長５名 
 
１４名参加 

９月２７日 第８回近江いいことウォークリハーサル 豊郷町 一帯  

９月２７日 
「部落解放第５６回滋賀県女性のつどい」 
第２回実行委員会 

解放県民センター 

１０月 ３日 第８回近江いいことウォーク  豊郷町 ２６名 

１０月１０日 県青連・県女連合同正副会長会議 近江八幡市ホテルニューオウミ 
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10月29～31日 商工会女性部県外リーダー研修会(全国大会) 島根県 ３名    

１１月 ７日 

県女性連正副会長会議  
アクションプラン検証委員会 
理事会・役員会 
広報委員会 

近江八幡市ホテルニューオウミ 

１１月１６日 部落解放第５６回 滋賀県女性のつどい 
滋賀県立男女共同参画センター 

２名 

１１月２１日 Ｂブロック商工会女性部 部長会議 湖南市商工会館 

１１月２６日 
県中小企業支援課と 
県青連・女性連正副会長会との懇談会 

近江八幡市ホテルニューオウミ 

１２月１７日 県青連・女性連合同正副会長会議 近江八幡市ホテルニューオウミ 

１月１７日 
「部落解放第５６回滋賀県女性のつどい」 
第３回実行委員会 解放県民センター 

１月２９日 

令和元年度未来創造事業研修会 
事例発表 
『「甲賀から全国へ届けます！甲賀の魅力を！」 
発表者 甲賀市商工会女性部 
副部長 今井ゆり 様 

近江八幡市ホテルニューオウミ 

１０名 

２月１０日 県青連・県女連合同正副会長会議 近江八幡市ホテルニューオウミ 

２月２５日 

県女性連正副会長会議  
アクションプラン検証委員会 
理事会・役員会 

近江八幡市ホテルニューオウミ 

 

 

 

 

 

 

 


