
Saitama Ladies Keieisya Club 
2019年 6月

vol.32
サイタマ・レディース  経営者クラブ会報

http://www.s-ladies.com/

埼玉県のマスコット「コバトン」



2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~会長挨拶

　サイタマ・レディース経営者クラブ会長に就任し２
期目を迎えました。
　これもひとえに日頃からの会員の皆様のご協力の賜
物と心より感謝申し上げます。
　今期の役員構成は、これまでの役員の皆様を中心に
新しい方を迎えてのスタートとなります。
　２年間ともに活動して頂いた役員の皆様には業務繁
忙にもかかわらずご協力頂きましたこと感謝に堪えま
せん。更にコミュニケーションを深め、新役員一丸と
なって、会員の皆様にとって有意義な会となりますよ
う運営してまいります。
　平成 29 年度は、AI の活用、仮想通貨等の決済シ
ステム、パラリンピックの意義を学び、30 年度は「多
様な働き方改革と雇用」を基点とした「弱者雇用」、
埼玉労働局による「求められる企業の対応」等につい
て学びました。また埼玉大学のジェンダーの授業にレ
ディース会員が参加し、自社について発表し、多様な

サイタマ・レディース経営者クラブ

会長　知久　公子

働き方について学生達と意見交換を行いました。後日
大学から届いた学生達の感想は大変意義深いものばか
りでした。
　今期事業の柱は、① SDGs（食品ロス、子供の貧困、
ジェンダーの平等など）を知ろう、②パラリンピック
を応援しよう、③事業承継と税を知ろう、④「女性の
チャレンジ賞」に応募しよう、⑤県内企業の視察と地
域探検をしよう等を掲げました。
　人生 100 年時代の到来といわれるなか、経営者の
平均年齢は 66 歳、平均引退年齢は 60 代後半から
70 代という統計があり、引退年齢から考える事業承
継は早めの準備が必要となってまいります。
　これからも女性経営者の先導者として、次に続く女
性経営者を発掘し、自分たちの研鑽の場として会員相
互の連携や交流を図るとともに、地域の活性化に繋が
るよう努めて参ります。皆様のご協力、ご支援を宜し
くお願いいたします。

令和元年度・令和２年度組織図
◯：委員長

▶副会長　

町田　明美

▶副会長　

栗田美和子

▶監査役　

松島香代子
越川　洋子

▶相談役　

増井千恵子
雪山　光恵
小松　君恵

▶企画交流委員会	 ◯杉田　栄子
	 　丸山　幸子
	 　齋藤　眞澄

▶地域交流委員会	 ◯土橋　智恵
	 　胡　　文
	 　大塚　節子

▶総務委員会	 ◯澤登真珠枝
	 　小野澤明美
	 　渡部　通子

▶会員組織委員会	 ◯清水　真理
	 　吉田きく江
	 　諸井　佳子

▶会　計	 　小澤　恵美
	 　今江　純子

▶広報委員会	 ◯川合　惠子
	 　入江みどり
	 　小川　京子
	 　相木　明子

▶研修委員会	 ◯小林　　彩
	 　近藤美恵子
	 　原　恵美子

▶副会長　

大原　佳子

▶会　長　

知久　公子

「会長２期目を迎えて」
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　司会担当の小野澤
総務委員の開会宣言
により、サイタマ・
レディース経営者ク
ラブの平成 30 年度
定期総会が開催され

ました。議長に知久会長が選任され、各事案について
担当者より提案され、慎重な審議の結果、事案は全て
可決されました。新役員、新会員が紹介されました。

平成30年度定期総会・講演会

定期総会 ＜定期総会＞
　日時　平成 30 年 6 月 11 日（月）15:30 ～ 16:15
　場所 埼玉県男女共同参画推進センター　セミナー室 1・2

　今回、株式会社坂東太郎代表取締役会長の青谷洋治
氏にお越し頂き、「人を大切にする会社」～女性が輝
ける職場作り～というテーマでご講演頂きました。
　青谷氏は農家のご長男として生まれ、20 歳で農業
から飲食業に転身して修行を積み、24 歳で株式会社
坂東太郎を設立。「親孝行　人間大好き」を哲学に掲げ、
飲食を通じてそこで働く人、お客様、関連企業全ての
人に幸せになってもらうことを経営目的としたそうで
す。そして地域の皆様に愛され、関東有数の地域密着
和食レストランチェーンを育て上げられました。“従
業員の成長無くして、会社の成長は無い”をモットー
に、表彰制度や目標企業から講師を招くなどして、従
業員教育に力を入れてきたそうです。教育のみならず、
社員の方々に愛情を注ぐことにより、より信頼関係が
生まれる構図を作っていらっしゃいました。
　さらに、従業員の方に、“社長大好き”“仕事大好き”

“会社大好き”と思ってもらうことが大事だそうで、
社長自らも“働いている人々”を大好きと公言してい
るところが、まさに「人を大切にする会社」だと感じ
ました。
　青谷氏の言葉の中に、“当たり前を続けると特別に
なる”“特別を続けると本物になる”とありました。

結果を出している方の言
葉には説得力があります
し、私自身もそれを意識
して仕事をしていくこと
で成長していけるのでは
ないかと期待を持つこと
が出来ました。
　“ 自 分 が 幸 せ じ ゃ な
かったら、人に幸せを分けてあげることは出来ない”
という理論から、求めることが多くなっている昨今、
多くの人にしてあげられる幸せを噛みしめながら仕事
をしていくことも大切だと感じました。見返りを求め
ず、人に与え続けていこうと思う気持ちを今回の講演
で学ぶことが出来、大変感謝しております。

講演会

＜講演会＞
日時　平成 30 年 6 月 11 日（月）16:30 ～ 18:00
場所 埼玉県男女共同参画推進センター　セミナー室 1・2
講師　株式会社坂東太郎

　　　　代表取締役会長　青谷　洋治氏
演題　「人を大切にする会社」

　　　　～女性が輝ける職場づくり～

行政書士諸井佳子事務所　諸井佳子

　講演終了後、会場をホテルブリランテ武蔵野に移し、
懇談会を開催いたしました。上田清司知事をはじめ、
青谷氏にもご参加いただき和やかな会となりました。

懇談会

＜懇談会＞
　日時　平成 30 年 6 月 11 日（月）18:30 ～ 20:30
　場所　ホテルブリランテ武蔵野　2 階　エメラルド C
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◦フル操業ではなく、「腹八分目の経営」にすること。
（人を充分に配置をすることでサービスの向上に繋
がり、お客様のリピート率が上がるなど）

◦個人が勝った負けたではなく、「会社はチーム」と
の考え方を持つこと。

◦節税や脱税ではなく、「払うものはちゃんと払う」
経営をすること。

　ある大切にしたい会社でのエピソードとして次のよ
うなお話をされました。
　入社試験の問題として出される作文です。「お母さ
んの足を洗ってこい―その感想を書け」というもので
す。出題をされた応募者の方からお手紙が来ました。
　「このような問題を出して頂き有難うございます。
生まれて初めて母の足をちゃんと見て洗いました。苦
労を掛けているんだと実感致しました。」
　素直に学ぶべきことが沢山あり、気持ちが軽やかに
なる研修となりました。

　坂本先生は、若い頃のお仕事として中小企業の実態
調査を重ねる中、必死で働く人々や苦境を抱える経営
者から沢山の悲惨な話を聴き、このままではいけない
と思われたそうです。そのことにズッと、こだわり続
けていくことで、「良い会社」「理不尽な会社」という
ものに突き当たります。そして、そこから「目指すべ
き会社の在り方」を発見され、それを広く世に広めよ
うとされました。しかし、多くの方に反対されたり厳
しい意見を言われたりと、大変なご苦労があったよう
です。しかし、ここで曲げなかったのです。光を当て
るべきところには光を当てるべきなんだとの強い想い
で、ご活躍を続けられました。
　徐々に「何かが変な会社だ」「こんな仕事には魅力
を感じない」などの理由で、大企業であっても若者が
平気で早期退職をして中小企業に転職をする時代へと
変わっていきました。
　すると、坂本先生のお仕事に世間の眼が注がれるよ
うになります。「人を大切にする経営」「大切にしたい
会社」とはどういうものなのか…真剣に考える企業が
どんどん出てきます。現在では 8000 社の企業を見
てきて、「日本で一番大切にしたい会社」は 800 社
にも上るそうです。
　先生が唱えている「5 方良しの経営学」。3 方良し
は聞きますが 5 方との考え方に先生独自の「キラリ
と光るもの」を感じました。抜粋をさせて戴きます。

◦経営とは「変えること」と「変えないこと」を明確
にすること。

◦企業優先から「社員優先」にすること。
◦リストラは絶対にしないこと。
◦業績追求型から「幸せ追求型」にすること。
◦「弱い人々（子育て中や介護中の人など）が幸せに

なる」ことを目指すこと。
◦売上高重視ではなく、「社員の遣り甲斐度重視」に

すること。 パースナルケア株式会社　木村惠津子

新春講演会

＜新春講演会＞
日時　平成 31 年 2 月 12 日（火）16:00 ～ 17:30
場所　埼玉県男女共同参画推進センター
　　　（With You さいたま）　セミナールーム 1・2

演題：日本で一番大切にしたい会社
講師●経営学者　人を大切にする経営学会会長　元法政大学大学院教授　坂本　光司氏

新春講演会・懇談会
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　講演会終了後、会場をホテルブリランテ武蔵野に移
し、懇談会を開催いたしました。上田清司知事にご挨
拶いただきました。また今年は、ジャンボリー鶴田様
とポーライト株式会社取締役副社長菊池洋文様の素敵
な演奏をご披露していただき、笑顔が弾む賑やかな会
となりました。

新春懇談会

＜新春懇談会＞
日時　平成 31 年 2 月 12 日（火）18:00 ～ 20:00
場所　ホテルブリランテ武蔵野　2 階　エメラルド

知久会長あいさつ

城戸重子名誉会員（五光印刷（株））表彰式

副社長の
津軽三味線演奏

ジャンボリー鶴田様と
副社長ことポーライト（株）
菊池副社長との華麗なる演奏

上田清司 埼玉県知事
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　埼玉県主催の
女性起業家育成
のためのイベン
ト「WOMEN 
B IZ  FESTA 
2018（ウーマ
ンビズフェスタ

2018）」のセミナーの一環として開催されました。
　開催にあたっては、武蔵野銀行地域サポート部新井
康裕部長、埼玉県産業労働部ウーマノミクス課山野隆
子課長よりご挨拶を頂きました。
　講師は、株式会社メガネマーケット代表取締役久賀
きよ江氏が、「想いを経営に」というタイトルで講演
されました。
　創業の経緯や、創業から今日に至るまで、「経営者
として未熟だった」とおっしゃるところから、今日の
事業展開に至るまでのお話の中で、「10 年スパンで
経営環境が変わる」それにどう適応してこられたのか

ということが、とても印象に残りました。
　現在取り組まれている、「新たな快適への挑戦」と
して、補聴器事業に取り組まれています。また、これ
に取り組むことによって、社員が更なる仕事の使命を
感じ、遣り甲斐を実感されています。また、「子ども
の目の快適」として、子どもの心に寄りそう、より専
門性の高い新業態として「こども眼鏡館」を一昨年オー
プンされました。「心のハンデをとり除くこと」「思い
やれる子育て」を標榜されているとのことでした。
　常に前進つづける経営に対する姿勢に頭の下がる思
いがしました。
　企業のあり方として、人は育てるものではなく、育
つ環境を創るということが大切であり、発展する中小
企業の魅力は、「環境適応型経営」であることなど、
大切な言葉を沢山頂きました。
　経営者として、さらに発展するために考えていかな
ければならないヒントを多く得ることが出来ました。

有限会社河野経営研究所　河野律子

経営力アップ　 埼玉ウーマンズカフェ
日時　平成 30 年 11 月 10 日（土）14:30 ～ 17:00
場所　ソニックシティ　地下 1 階　第 2 商談室
主催　サイタマ・レディース経営者クラブ・武蔵野銀行
後援　埼玉県、埼玉県中小企業家同友会（ファム）、（公財）埼玉県産業振興公社、（一社）埼玉県中小企業診断協会、
　　　さいたま商工会議所（女性起業家ネットワーク CCS）

演題　想いを経営に
講師　株式会社メガネマーケット　代表取締役　久賀　きよ江氏

ご講演後、グループごとに積極的な話し合い
が行われ、創業まもない方、創業希望の方
と意見交換をすることで、さらなる経営発展
への意欲が湧く時間となりました。

ワールド・カフェ

サイタマ・レディース経営者クラブは、
ブースを出展し、クラブの活動紹介を
いたしました。

WOMEN BIZ FESTA 2018
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経営革新セミナー 日時　平成 30 年 7 月 27 日（金）　13:00 ～ 16:00
場所　新都心ビジネス交流プラザ　4 階会議室

　今まで何度となく
開催されてきた経営
革新セミナーです
が、今回は埼玉県産
業労働部との共催
で、参加者の半数以
上が男性という珍しい光景でした。
　埼玉県産業労働部産業支援課飯塚副課長の開会挨拶
に続き、税理士法人山田＆パートナーズ　ウェルス・
マネジメント事業部錦織部長の基調講演。そして、い
よいよ事例発表です。
１，株式会社光英科学研究所
　　代表取締役村田公英氏のご報告
　売上の大半を占めていた取引先の販売方針変更か
らの売上高大幅下落の大ピンチを、｢ 経営革新計画 ｣
により全社一丸となってチャンスに変えたとのお話。
　そこで生まれたのは新商品だけではなく、社内の
チーム力とプロジェクトを任された事業承継予定者の
経営者としての自覚。運は大事。でも待っているので
はなく、つかみに行くんだ！そしてとにかく ｢ やってみ
る ｣！。実践し成功した方の言葉は力強く心に響きま
した。
２，田辺クリーニング
　　代表田辺明敏氏のご報告
　先代と意見が対立しましたが経営革新計画が承認
され、それを踏まえての小規模事業者持続化補助金
採択。店舗の看板の掛け替えもして、自社の強みを
生かした新たな事業に着手しました。着ぐるみクリー
ニングでメディアに取り上げられるなど時流も追い風
になり、どんどん売上が上昇してゆき、先代様とも和
解の時を迎えました。でも、口にした言葉は、｢ 努力
は絶対裏切らない｣。沢山のご苦労の上に今があるの
だと感じさせる発言でした。
　スムーズな事業承継のためにも経営革新計画は絶好

のツールなのだと、改めて感じるお二方の事例発表で
した。
　続いて、産業支援課経営革新支援担当　望月主査か
ら経営革新計画承認制度のご案内、埼玉県産業振興公
社　小林コーディネーターから公社事業のご案内、埼
玉県事業引継ぎセンター　石川統括責任者からセン
ター事業のご案内と、盛り沢山の内容でした。色々な
事業支援策があります。経営革新計画も何度でも申請
できます。
　どんどんチャレンジして良い会社を作り、もっと
もっと良い経営者になりましょう！

株式会社武蔵産業　土橋知恵

演題　「計画的に事業継承に取り組もう！」～新事業継承税制など活用できる支援策とは～
講師　税理士法人山田＆パートナーズ
　　　ウェルス・マネジメント事業部　部長　錦織　博司氏
　　　北関東事務所　所長　原田　洋氏
事例発表　株式会社光英科学研究所　代表取締役　村田　公英氏
　　　　　田辺クリーニング　代表　田辺　明敏氏
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　山下社長から、ご説明を受けながら、現地施設を見
学しました。危険なため、近くでの見学は出来ません
でしたが、高く積みあがった、廃木材を重機で破砕機
械へ入れ、用途により 2 種類の形状に再生されており
ました。そして、その一部が、須玉温泉の加熱燃料に
使用されています。（須玉温泉は、源泉が冷泉です。）
　また、都留チップ工業では、製材・製紙用チップに
加工されていました。

　須玉リサイクルプラントの施設見学後、真後ろにある宿に移動しました。
　とても立派な建造物で、いたるところに、樹齢 400 年ほどの銘木・また巨大な銘石があり、

圧巻でした。
　ホテルは、山下社長のご兄弟が、代表をされています。30 代のお若いご兄弟の経営者は、
事業承継がしっかれされていて頼もしい限りです。お部屋は、富士山が正面、左手に八ヶ
岳の全体が美しく見える大パノラマです。すばらしい借景のホテルでした。

　翌日は、平成 28 年 11 月に世界かんがい施設遺産に登録された、村山六ヶ村堰疏水の川
子石公園を見学しながら解説を伺いました。1,000 年前に開削さ
れた歴史があり、全長 1,699m と高低差 700m の手掘りの水路
です。

　集落の方々の努力と自治により運営され発展を遂げてきた素晴らしい歴史があります。
まったく未知の歴史は驚きでした。改修改良され、今では 4 ヵ所に水力発電所があります。

　秋晴れに恵まれ、そして紅葉の美しい中、11 名の
メンバーで、北杜市の再生可能エネルギーをテーマに、
企業の施設訪問と見学をする研修旅行でした。

研修旅行 日　時
平成 30 年 10 月 27 日（土）︲ 28 日（日）
コース
１日目：大宮駅 ︲ 山下産業株式会社 ︲ 白州・尾白の森

名水公園べるが
２日目：村山六ヶ村堰水力発電所 ︲ 大宮駅

山下産業株式会社　須玉リサイクルプラントの施設見学

須玉温泉若神楼

村山六ヶ村堰疏水の見学

　北杜市は、平成 18 年に「北杜市地域新エネルギービジョン」を策定し、【人と自然と文化が躍動する環境創造都
市北杜市】を基本理念に掲げ、再生可能エネルギーの導入が進められています。
　そこで当会の吉田企画交流委員長のご縁で、山下産業を訪問させていただくことになりました。
　山下産業株式会社は、中央道須玉インターの直ぐ近くに位置しており、埼玉からは、とてもアクセスの良い立地です。
　事業内容は、山林事業・森林伐採搬出請負一式・製材業・木材チップ製造業・産業廃棄物（木屑）処分・収集運搬
事業一式・一般廃棄物（北杜市）処分業などです。
　また、ヤマシタグループとして、今回宿泊した須玉温泉若神楼を含み 3 つのホテル、その他温泉施設を経営され
ています。2 日間の研修会では、山下産業株式会社リサイクル事業部の取締役本部長平原由樹様にご案内を頂き、と
ても親切で細やかなお世話をいただきました。今回、すばらしいご活躍をされている女性にお会いできたこともうれ
しいことでした。
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もえぎの村

　お天気に恵まれ、富士山と八ヶ岳を眺めながら、会
員同士ゆっくり、楽しく交流できたかと思います。お
世話いただいた山下様をはじめ企画交流委員会の方々
にお礼申し上げ、そして、多くの出会いと笑顔に感謝
致します。

　白州町にある、森林資源活用をしている「尾白の森名水公園べるが」にてリース作りを体験。皆さんさすがに、
すごい集中力とオリジナリティで、素敵なリースが出来ていました。
　その後、清泉寮の美しい紅葉と富士山を眺め、もえぎの村にて昼食を頂きました。ハロウィンのお祭りで、美
しさに華やかさがあり名残惜しかったのですが、渋滞を考慮し早めの帰路に就きました。

一基 5 億円するのですが、CO2 を発生せず、太陽光発電（北杜市には、たくさん
の太陽光パネルがあります。）とは違って天候に左右されず、経年しても発電力の

低下が無くクリーンで、また美しい景観をもったエネルギーと
しては素晴らしいものでした。北杜市と民間企業のサポートに

よって建設運営されています。
　美しいせせらぎを眺めながら、先人の
ご苦労が今に報われていることを感じました。地元の方々の誇りと、郷土史、
郷土愛を次世代に継承する活動もしっかりと行われているそうです。

べるが・清泉寮・もえぎの村

川合運輸株式会社　川合惠子

べるが

清泉寮
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▶PHIL・コンサル株式会社　代表取締役　小林　彩氏

▶ロータリー株式会社　代表取締役社長　原　恵美子氏

▶株式会社クリエイト　代表取締役社長　吉田　きく江氏

日時　平成 30 年 10 月 23 日（火）10:40 ～ 12:10
場所　埼玉大学
主催　埼玉県、サイタマ・レディース経営者クラブ

テーマに沿って、当クラブ会員の 3 名の女性経営者
が、10 分間で以下のポイントをそれぞれ話されました。
•会社紹介　　•家庭との両立
•女性が経営での困難、良かったこと、女性だからで
きること
•学生に伝えたいこと

　社名の PHIL（ひろ）は
ギリシャ語で愛という意味
です。当保育園の特徴は、
地域に密着して、子供の通
う距離を短くする小規模保
育園です。

　会社の経営理念は、「社会貢献の為、明るく楽しく
感謝して仕事に取り込みます」です。子供の発達する

　業種はプラスチック成形
の製造業です。家庭との両
立が難しいと思ったのは、
妹の子供の世話を頼まれ
て、仕事をしながら幼稚園
の行事に参加などしていた

ことや、父親が亡くなる 2 年前から自宅介護してい
た時に、平日遅い時間や、土日も仕事をしていて大変
だったという経験があるからです。

　フロンガスの破壊とリサ
イクルをしている会社で
す。地球温暖化の原因とも
言われるフロンガスをリサ
イクルするという珍しい会
社で、ライバルがいないこ

一番大事な時期にかかわって仕事をしています。だか
らこそ、自分たちが楽しく仕事をしなければならない
と思いました。会社の設立当時に、人間関係の問題で
離職率が高かったため、このような経営理念を作りま
した。
　女性が社会に出て働くためには、何により家族の協
力が必要です。

　女性経営者でよかったことは、顔が覚えられやすい
こと、業者と直接にお話ができたこと、社内とのコミュ
ニケーションも取りやすく、社員の家族にも目が届く
ことなどです。
　学生に伝えたいことは、互いに尊重できる会社でな
いといけないということです。お互い文化・特徴を認
め合うことが大切です。また、大学時代に一生の友達
を作ってください。

とが会社の強みです。社員が 14 名、事務員が 3 名
でとても家族的な雰囲気です。
　女性経営者として、日本全国にたくさんの友達がで
きて、一緒に旅行したり、ゴルフをしたり、お互いに
支えあっています。学生たちには、ぜひ世界へ羽ばた
いて役に立つような人になってほしい。

テーマ「女性が働く社会とは、女性が働きやすい会社とは」
講師　埼玉大学男女共同参画室　ダイバーシティ推進オフィス准教授　幅崎　麻紀子氏

埼玉大学＆サイタマ・レディース経営者クラブ合同授業
埼玉県女性経営者支援セミナー
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参加された学生さんからの感想

発想の多様性が求められている時代。女性特有の目線
や考え方を積極的に取り入れていく必要がある。」「大
切なことはお互いを認め合う、恐れずにチャレンジす
る気持ちをもつこと」「重要なのはその人がどう動く
かで、性別は関係ない。女性は個人がもつ属性の一つ
として、強みにしていけるような社会に」など将来の
ライフスタイルに具体的な提案がありました。
　私にとってこのようなインタビュー形式で学生達と
の交流をより深めることができて、とても有意義な時
間でした。 株式会社ひびき　胡文

　その後、学生は 9 グループに分かれ、サイタマ・レ
ディース経営者クラブの参加者を囲んでインタビュー
を行いました。私のグループでは、「女性として、就
職及び仕事をしていく中で大変なことは何ですか」「文
化の違いによって、男女不平等だと感じたことがあり
ますか」「大変な時期にどうやって乗り越えるか（例
えば、息抜きに趣味など）」などの質問がありました。

　後日、学生がインタビューでまとめた各グループの
発表内容を聞きました。その中で「昔と違って、今は

　当日、ディスカッションに参加された埼玉大学の
学生さんから、さまざまな感想をいただきました。
ここに抜粋して、一部をご紹介させていただきます。

◦女性独自の視点を持って仕事、経営に取り組んでい
ることがわかった。女性の経営者の大きな特徴とし
て利益よりも家庭生活と両立する労働環境の整備を
大切にしていると感じた。これは自身が、これまで
の家庭生活との両立の経験から、より働きやすい環
境をつくりたいと考えるからではないかと推測した。

◦性別に関してはこだわりがないのが意外であり、「男
性中心だった業界だからこそ、女性主体の発想に価
値がある」という事をきくことができて自分の中で納
得できました。

◦今回のお話を聞いて、ジェンダーに関する考えがガ
ラッと変わった。

◦現代の世の中が20年、30年前よりもよくなってい
るということもお話を通じて実感することができた。

◦国籍や性別などあまり関係なく自分に合ったこと
をしているという話があり、とても感心した。会
社を背負うということは責任重大で大変だろうと
思うがより大きなやりがいや達成感があるのだろ
うと思った。

◦「差別はダメだけど区別はするべきよ。」という言葉は
印象的で、みんなが、それが出来る社会になればよ
り良い社会になっていくだろうと感じました。

◦「いけない」という考え方ではなく、男女が等しく協力
し合う環境づくりを、今の私たちがつくって、社会
を変えていかなければならないと強く実感しました。

◦どの話にも女性だから、男性だからではなく、それ
を１つの個性としてとらえて、それをメリットとし
て仕事をすることが大切なのだと感じた。

◦「どうしたら女性経営者が増えるか」という質問には、
「今後日本では女性経営者が少ないという状況は解消
される」とおっしゃっていました。今後は自分たちが
つくり出すべきもので、わたくしたち女性が、日本
を動かす力になりたいと思いました。

◦女性が経営者となることで新たな視点や今までにな
かったことが出来るようになる可能性があるという
ことがよくわかりました。男女は違うものだから、
お互いに認め合うのも大切だと思いました。

◦性差が経営者に影響するかというテーマを軸に質問
をし、様々な考えを聞きました。性差は関係なく、
むしろ生かすべきという考え方がその中で出てきて、
はっとさせられました。

◦経営者となるにはお互いを尊重すること、認め合うこ
とが大切であるとかわりました。お互いがそれぞれ
の良さを生かせる社会が出来たら良いなと思います。

◦性差によって、感性は多少異なることがあっても経
営者としては全く変わらなかったそうだ。多様性が
重要であるのは当然でその感性の違いを生かすこと
が最近は求められるようになってきたそうだ。

◦女性経営者ということの不利益はあまりなく、社員
も育休産休などをしっかりとれているとのことで
した。

◦男性が経営者である企業はどうなっているのか、ジェ
ンダー問題をもっと考えなければいけないのかなと
思いました。
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　補助金等につきましては、弊社、（株）ニィニ（アパ
レルメーカー）も過去幾つか有効活用させて頂いた
経緯もございます。皆さまのご参考になればと思い、
ご紹介させて頂きます。
　以下、弊社が過去に取り組ませて頂き採択された
補助金等になります。
［ 採択された事例 ］

①平成 24 年度、ものづくり中小企業、小規模事
業者試作開発等支援補助金、事業計画名『難素
材カット＆ソーのセミオーダー受注・生産システ
ムの開発と事業化』を申請。「一枚自動裁断機」「品
質表示プリンター」「下げ札プリンター」「吹上バ
キュームアイロン」総額 1,200 万円の 3 分の 2
が、無事採択され有効活用させて頂きました。

②平成 27 年度、小規模事業者持続化補助金、事
業名「ハイクラスな顧客層を開拓するための販路
別リーフレットの作成」が採択されました。

③平成 28 年度、キャリアアップ助成金が採択され
ました。

④平成 30 年度、小規模事業者持続化補助金が採
択されました。

⑤経営革新計画は、2 度取り組み採択されました。
　また、中には採択されなかった事例もございます。
［ 採択されなかった事例 ］

①平成 30 年度、地域ものつくりブランド強化支援

事業補助金、補助事業目的「現代に向けた双子
織のブランディング化の為の素材開発事業」は、
書類審査ではおそらく一番の評価であろうと、担
当の方は絶賛くださり一次審査は無事合格する
も、二次審査のプレゼンテーションで採択に至り
ませんでした。

　　担当の方より直々にお詫びのご連絡を頂き、そ
の際に採択されなかった要因をお聞きしました。
蕨市独自の双子織の生産地が、今は川越市なので
その違いが原因で認められなかったようでした。

　　この意見に、中小企業が本気で取り組もうとし
ている強い想いと、お役人というお立場で判断
される方との、そもそもの温度差を感じ何とも言
い難い、もどかしい経験を致しました。

　補助金、助成金は、上手くテーマと絡められれば中
小企業にとっては大変有意義な事業に繋がるもので
あると思います。しかし、その反面テーマと上手くそ
ぐわなくなってしまうと、本来やりたい事業から乖離
する恐れも多分に含まれるものでもあります。そこを
きちんと見極め取り組むことが、何よりも大切と感じ
ております。
　今回、あらためてお勉強会としてお話を聞く機会を
頂き、補助金等の支援について更に理解を深めるこ
とが出来ました。有難う御座いました。

演題　中小企業向け補助金等支援説明会について
第1部～関東経済産業局からの説明～
　①女性活躍のための人材政策 ②中小・小規模企業向け補助金等支援策
　③ＲＥＳＡＳ（地域経済分析システム）の活用事例 ④中小企業の事業承継
第2部～意見交換～

株式会社ニィニ　保坂郁美

埼玉県女性経営者支援セミナー

演題　再犯防止推進法への対応　～弱者の雇用を考える～
講師　法務省　さいたま保護観察所　所長　押切　久遠氏

　日本は 5 万人が刑務所に入っていますが、アメリ
カでは、約 150 万人で、日本の 30 倍（人口は 3
倍）です。アメリカの財政は、ひっ迫しているそうで
す。日本でも、犯罪は 1 人逮捕するのに約 300 万円、

日時　平成 30 年９月 20 日（木）15:00 ～ 17:00
場所　新都心ビジネス交流プラザ　４階
主催　埼玉県、サイタマ・レディース経営者クラブ

日時　平成 30 年 5 月 22 日（火）15:00 ～ 17:00
場所 さいたま新都心合同庁舎 1 号館　12 階　共用会議室 12

主催　関東経済産業局、
　　　サイタマ・レディース経営者クラブ、埼玉県
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演題：「ながらヨガ」で心も体も笑顔に！
講師：一般社団法人笑顔咲く咲く協会　代表理事　吉羽　咲貢好氏

　「『80 歳になってもピンヒール』美しく生き切る人
があふれる世の中にします」をテーマに全国で講演さ
れています。
　27 歳の時に変形性股関節症を発症し、痛みのない
丈夫な体が欲しいと切望し 30 代半ばでヨガ教室に出
会い、改善して行き、ヨガ講師になりました。家族の
中に具合が悪くなる人が続出したことで体作りがいか
に大切かを実感し、『笑顔咲く咲く体操』を広めるこ
とになりました。いくつになっても笑顔でいきいきと
生きて欲しいとの想いからでした。
　姿勢が悪くなる（猫背）と、手が上がらない、酸素
を吸い込みづらくなる。何もしなければ、老いと共に
誰もがこうなります。
　姿勢が美しくなるよう心がける事を基本として
　①おへそ縦長、②胸高く、③首長く、④姿勢を正しく、
　⑤首を右へ傾け 10 秒アイーン、
　⑥首を左へ傾け 10 秒アイーン
　他、いろいろ簡単なヨガ体操を実践されています。
◦自分の体の事を想うのは自分でしかない。
◦幾つになっても、女を捨てない＝ 9 ｃｍのピンヒー

ルをはき続ける。
◦身体のバランス・筋力・柔軟性の 3 つの要素を常

に心がける。
◦合言葉『笑顔咲く咲く・笑顔咲く咲く』で筋力をつ

ける。

逮捕後は捜査・裁判に 1,000 万円の経費が必要です。
再犯せずに立ち直ることは、本人の人生にとってはも
ちろん大切なことですが、それに伴い、何億もの経済
効果が発生することになります。では、再犯を防止す
るには、社会でサポートしていく体制が必要です。し
かし、再犯時に無職であるという事実が多いようです。
　就労については、日本では、民間と共同して更生保
護が行われ、これは、欧米には無い日本の特長だそう
です。埼玉には 500 社の協力雇用主があります。そ
のほとんどが、従業員 30 名以下の中小企業です。企
業には、入札時の加点など様々なメリットがあります。
　協力雇用主の実例を中学生が撮影、作成した DVD

「HAND」を鑑賞し、実際に更生して、言動、行動が
変わっていく様子が見事でした。
　最後は、押切氏ご推薦の書籍から、人間が如何に
して更生するのか、その基となるものは何なのかに

ついてお話をお伺い
しました。
　吉村昭著　「破獄」
実話が元ですから、本
当に説得力がありま
す。人は何をきっかけ
に、人間らしさを取り戻したか、を読み解くことが出
来ます。その他、山本周五郎著「風鈴」、「星の王子様」、
フランクル「夜と霧」などをご紹介いただきました。
　今回は、難しく重いテーマに取り組むことになるの
ではと予想しながら、拝聴しました。深刻な問題を多
く含む演題ですが、押切氏のお人柄もあるのか、とて
も温かい気持ちになり、生きがいの根本を考え、そし
て公器のとしての会社、特に中小企業の役割の重要性
を考えさせられました。

◦楽をしないで、伸ば
す、常に心がける。

◦ぐずぐず言っている
場合ではない。「や
るしかない」結果は
必ず出ます。

◦毎日少しずつでも良いので続けましょう。
　本日担当委員会として企画した私自身、運動不足が
原因で、左足ギブスをしての参加となり、本日のセミ
ナーを受講して、いかに普段の生活の中で楽をしすぎ
ているかを反省いたしました。本当にグッドタイミン
グの内容で、『今』出来る事から、毎日少しずつ『80
歳になっても腰を伸ばして、歩幅を広く歩けるよう
に！』を目指して頑張る決意を致しました。

川合運輸株式会社　川合惠子

日時　平成 30 年 12 月 18 日（火）15:00 ～ 17:00
場所　新都心ビジネス交流プラザ　4 階
主催　埼玉県、サイタマ・レディース経営者クラブ

ＰＨＩＬ・コンサル株式会社　小林　彩
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日時 平成 30 年 8 月 28 日（火）14:30 ～
場所　ポーライト株式会社　熊谷第 2 工場

　8 月 28 日火曜日の午後、小雨交じりの中、14 時
籠原駅に集合。参加者はタクシーに乗り合わせ、ポー
ライト株式会社・熊谷工場見学へと向かいました。普
段我がレディースの懇談会で乾杯の音頭を取ってい
ただいている菊池勇最高顧問自らが、笑顔でお出迎
え。菊池洋文副社長、社員の皆様が並ばれた中、掃除
の行き届いた階段を上がり会議室へ向かわせていただ
く・・・。

　まず、最初に目に入ったのが、手書きの年表。創業
者が事業を起こしたころからの時代背景を、筆文字
で！しかも何度もご使用になられ手直しをした形跡
も！この年表を食い入るように見ていると、最高顧問
が「歴史が大事なんだよ、会社も。親無くて生まれる
子がいないように、会社も生みの親が大事ということ。
歴史を大事にしないとね！」と声をかけて下さいまし
た。この年表、最高顧問の実筆だったのです。

　同族のご経営で、創業者は姉上の夫である菊池辰之
助氏。同氏から引き継がれた経営を最高顧問から語っ
ていただきましたが、どのお話にも、創業者への感謝
の念が込められています。途中、ポーライトがどのよ
うな企業であるか 15 分の DVD に編集されたものを
視聴させていただきました。まるで映画を見ているか
の如く、昭和の時代を駆け抜け、事業を懸命に貫く姿
勢を魅せていただきました。
　業界シェア全世界で 3 位。未来を創造するオイル
レスベアリング。この自社開発の半永久的な機能が自
動車や携帯などの部品のイノベーションにより製品が
世界中で使われているとのこと。車のトランスミッ
ションやスマートフォンだけでなく家電、OA 機器、
企業用ロボットにも使われているそうです。
　世界 21 拠点でスピーディ、低コストでクリーンエ
ネルギーを利用した事業展開を行い、チームワークの

講演　演題「誠意と技術の経営」
講演者　菊池　勇氏（ポーライト㈱代表取締役最高顧問）

ポーライト株式会社見学会（工場視察）
彩の国工場振興協議会との共催企画
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　日頃からお世話になっております、彩の国工場
振興協議会に、参加いたしました。

日時　平成 31 年 2 月 6 日（水）　15:40 ～ 17:00
場所　浦和ワシントンホテル 3 階プリムローズ

彩の国工場振興協議会 20 周年記念研究会・懇談会に参加

チャレンジ精神で積極的な技術提案を行ってきた成果
です。細かい部品は、完成した形のモノから目で「ポー
ライト製」とすぐには見えないけれど、世界で必要と
されるポーライトの事業に、尊敬の気持ちを更に深く
する見学会となりました。懇親会は、フランス料理ア
コモデにて、最高顧問、副社長もご参加頂き、楽しく

メンバーと大盛り上がり。会話も弾み、遅い時間まで
本当の意味での懇親会が続きました。
　素敵な企画をありがとうございました！

有限会社アップオンリープロデュース　兼杉（三上）文子
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発行者  サイタマ・レディース経営者クラブ   会長 知久公子 ● 連絡担当課  埼玉県産業労働部産業支援課　電話 048-830-3910 ● 印刷  関東図書株式会社　電話 048-862-2901

編集後記

今年度の出来事（2018 年 4 月～ 2019 年 3 月）

2018年 ４月 ・南北首脳会談　朝鮮半島非核化で合意
５月 ・日大アメフト部選手が危険タックル　スポーツ界で不祥事相次ぐ
６月 ・史上初の米朝首脳会談　緊張緩和進む
 ・「18 歳成人」改正民法成立
７月 ・西日本豪雨　死者220人超
 ・オウム松本死刑囚ら元幹部の死刑執行
 ・埼玉・熊谷で国内最高気温 41.1 度
 ・タイの洞窟で少年ら13 人全員救出
９月 ・テニス・大坂なおみ氏が全米オープン優勝　四大大会で日本人初
 ・北海道で震度７　道内全域で停電
 ・大型台風襲来　関空が冠水し孤立
10 月 ・ノーベル生理学・医学賞に本庶佑氏
 ・豊洲市場が開場
11 月 ・日産・ゴーン会長を逮捕
 ・大谷翔平メジャー新人王に
 ・2025年万博　大阪で開催決定

2019年 １月 ・熊本で震度６弱
２月 ・天皇陛下　在位 30 年式典
３月 ・イチロー引退　日米通算4367安打

【埼玉県連携窓口】
〒 330⊖9301　
埼玉県さいたま市浦和区高砂 3⊖15⊖1
埼玉県産業労働部産業支援課　担当　関口

TEL 048‒830‒3910　FAX 048‒830‒4813

　「令和」が始まりました。５月１日には何と挨拶すればいいのか。「お
めでとうこざいます」なのか。天皇陛下の退位は₂₀₀年ぶりのことだ
そうなので、慣れていないのも当たり前ですね。何はともあれ、多少
はフレッシュな気持ちで、新しい元号を迎えた人も多いのではないで
しょうか。
　万葉集、梅の花の歌の序文「初

しょ
春
しゅん

の令
れい

月
げつ

にして　気
き

淑
よ

く風
かぜ

和
やわら

ぎ　梅
うめ

は鏡
きょう

前
ぜん

の粉
こ

を披
ひら

き　蘭
らん

は珮
はい

後
ご

の香
こう

を薫
かおら

す」から引用された「令和」と
いう言葉には、「人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ」
という意味が込められているそうです。サイタマ・レディースの皆さ
まの美しい心を寄せ合って、素晴らしい文化を生まれ育てていく、そ
のような活動を広報委員としてお伝えできるよう努力していきたいと
思います。１年間ご協力ありがとうございました。引き続き来年度も
どうぞよろしくお願いいたします。 （相木）
広報委員会（平成30年度）
町田（担当副会長）、川合、入江、相木、荒川、木村、栗原、河野、下村、
西山、鈴木、中島、伊藤、久賀、原（敬称略）


