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埼玉県のマスコット「コバトン」



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

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

　会員の皆様には、日頃より当クラブの活動にご賛同
頂きまして誠に有り難うございます。この４月、５月
もセミナーを企画しておりましたが、世界中で蔓延し
ている新型コロナウイルスの影響により、全ての会合
の延期を余儀なくされております。
　埼玉県内でも感染者が日々増加しており、いつどこ
で感染するかわからない不安な状況下にあり、かなり
の閉塞感から心を痛めている方も多いのではないで
しょうか。ご家族、従業員とともに、手洗い、マスク、
外出の自粛等々、一刻も早い収束に向けて私たちに出
来ることからしっかりと取組んで参りましょう。
　また、会員の皆様の企業におかれましても、少なか
らず影響を受けておられることと思います。そこで当
クラブの会員の多彩な職種、人材を活用して、皆様の
一助となるよう情報提供を発信しております。一人で
悩まずに、皆で力を合わせてこの難局を乗り切るよう
頑張って参りましょう。
　NHK 連続テレビ小説「エール」の主人公のモデル、
古関裕市作曲の「モスラ」の歌は、インドネシア語で

サイタマ・レディース経営者クラブ

会長　知久　公子

すが、実は次のような歌詞となっています。
「モスラよ、モスラ　光り輝くあなたの生命で
平和をもたらす守り神となり　われらを守りたまえ
平和は、われらに残された生きる道　永遠の繁栄に
われらを導きたまえ」

これは、当時の混沌とした世情を払拭させたい思いが
込められていたのでしょう。今は、コロナ収束後に、
世の中が大きく変わることも視野に入れ、準備を進め
ていく必要を強く感じております。
　会の存在意義を再確認し、状況を見ながら、会員の
ための時節にあったセミナーの提供と共に、当会の活
動を周知していくために外向けの研修会の開催にも積
極的に傾注し、会員増強にも努めてまいります。
　これからも、埼玉県の御支援を頂きながら、共に学
び、資質向上を図ると共に、自社の発展に努め、時に
は楽しく語らい、働く女性達に呼びかけ、サイタマ・
レディース経営者クラブの輪をより一層広げてまいり
ますので、皆様のご協力、ご支援を何卒宜しくお願い
いたします。

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
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松島香代子
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	 　小野澤明美
	 　渡部　通子
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	 　吉田きく江
	 　諸井　佳子

▶会　計	 　小澤　恵美
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知久　公子

「力を合わせて
　　　苦難を乗り越えよう」
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　サイタマ・レディー
ス経営者クラブの令和
元年度定期総会が、開
催されました。司会担
当の小野澤総務委員の

開会宣言の後、議長に知久会長を選任。各事案につい
て慎重な審議を行った結果、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。

令和元年度定期総会・講演会

定期総会 ＜定期総会＞
　日時　令和元年6月 3日（月）15:00 ～ 15:45
　場所 埼玉県男女共同参画推進センター　セミナー室1・2

　経済産業省関東経済産業局産業部長の山口栄二氏に
お越しいただき、「産業構造の変化と直面する課題の
解決に向けて」とのテーマでご講演をいただきました。
　山口氏からは、日本の産業の構造変化とそれに対応
した国の施策について分かりやすく教えていただきま
した。目指す方向性として挙げられたドイツの事例と
して、グローバルに活躍する中小企業が一極集中する
ことなく地域に点在し、雇用創出や経済再生に寄与し
ていることを紹介。また、日本のこれからの成長産業
の一つとして医療機器産業があり、生涯現役社会に向
けて治療ではなく予防を重視した製品が次々にうまれ
ているとのことでした。
　中でも一番興味を引いたのが、「空飛ぶクルマ」の
話です。「空飛ぶクルマ」とは航空機とドローンの中
間のようなもので、身近で手軽な次世代の空の移動手
段として検討されているそうです。これが実現すれば
モビリティ分野の大革命となり、渋滞問題の解決や災
害時の人命救助や物資支援運搬など、多岐にわたる
シーンで活躍することが予想されています。ドラえも
んに出てきそうな夢の話にも思えますが、日本は既に
実現に向け官民共同で動き出しているとのこと。「諸
外国より先にやらないと世界では勝てない。空飛ぶク
ルマならそれができるかもしれない」との山口氏の言
葉に、日本の明るい未来の可能性を感じました。

　事業スタート
は 2020 年 代
半ば、実現する
の は 2030 年
代とのことです
が、自分の子供
が大人になった
ころには現実のものになっているかもしれないと思う
と、何だかわくわくします。今後もこの分野の動向を
ウォッチしていきたいと思いました。
　他にも、「事業承継」「外国人労働者の受け入れ」

「キャッシュレス・消費者還元」など、国が支援をし
ている重点事業についても教えていただきました。中
小企業支援における国の方向性、どんな事業に補助金
が出るかなどについて貴重な情報をまとめて仕入れる
ことができ、今後の事業展開を考える上でもとても参
考になりました。

講演会

＜講演会＞
日時　令和元年6月 3日（月）16:00 ～ 17:30
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　経済産業省　関東経済産業局
　　　　産業部長　山口栄二氏
演題 「産業構造の変化と直面する課題の解決に向けて」

おがわ行政書士事務所　小川　京子

　講演終了後、会場
をホテルブリランテ
武蔵野に移し、懇談
会を開催しました。
上田清司知事をはじ
め、彩の国工場振興

協議会の菊池勇会長、山口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　令和元年6月 3日（月）18:00～ 20:00
　場所　ホテルブリランテ武蔵野　2階　エメラルドA
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　日本橋にある福徳神社近くにある水戯庵。ここで
は、日本最古の芸能である能楽をはじめ様々な伝統芸
能を鑑賞することが出来る。その日は、里神楽「福寿
の舞」を鑑賞した。この神楽舞は家内安全、商売繁盛
と春を待ち望む日本人の切ない思いが込められている
ものだった。経営者にとっては邪気を払い、縁起の良
い福の神を迎え入れるというのは遥か昔から行われて
きた伝統だということを皮膚感覚で知った。
　太夫氏の意図は受けた恩恵は次のものへ、という意
味が込められているのではないかと考え付いた。仕事、
神楽を守った人がいたと 100 年後に噂される仕事を
遺すこととおっしゃっていた。私自身、今やっている
ことを後世に
残すことも使
命ではないか
と感じた。

　忘れがたい言葉
は「何事もスピー
ド感を重んじる」
ということ。
　 昨 今、 ツ イ ッ
ターやインスタグ
ラムの SNS で伝

達される最新の情報、流行は今この瞬間、更新し続け
られている。これは世の経済状況も同様、我々の仕事
にも大きく関わってくる。そんな時代の中、経営に携
わって行くには現状を維持しながらも新たな事に挑戦
すること。そして、同時に現段階での改善も行う。３
つのことを心掛けることが大切だと薫陶を受けた。石
山裕雅氏の公演時の言葉をお借りすると、「相撲の怪
我は土俵で治す」というのはまさにこれに当てはまる。
　サイタマ・レディース経営者クラブに所属させて頂
く事で、人との出会いが、講演会が新たな知識、財産
となることを実感している。ここで学ぶことは、日々
生活をしていく中で密接に関わっていることであり、
振り返る大切なきっかけとなっている。また、自分自
身の視野を広げる大きなきっかけにもなっている。
　今回の講演会の題材になった里神楽。この機を逃し
ていれば神楽について調べることも、学ぶこともな
かっただろう。古事記から伝えられる神楽について更
に知るには、会場に足を運ぶ以上のことはない。

有限会社白糠土木　伊勢田　潤

新春講演会

＜新春講演会＞
日時　令和２年２月４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）４階セミナー室１，２

演題「神楽の太夫を生きぬく－夢は 100 年後－」
講師●無形文化財「武州里神楽」石山社中十世家元　石山　裕雅氏

新春講演会・懇談会
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新春懇談会

アトラクション

＜新春懇談会＞
日時　令和 2年 2月 4日（火）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

　講演会終了後、会場をホテルに場所を移し、大野知
事にご挨拶いただき、石山氏の舞、大黒天祝い授けの
舞が披露され賑やかな会となりました。

知久会長 大野元裕 埼玉県知事
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　昨年に引き続き、埼玉大学幅崎准教授の授業に、サ
イタマ・レディース経営者クラブの会員 12 名で参加
いたしました。
　７グループに別れ、「女性経営者ならではの困難さ」

「現状の自社のダイバーシティ」「学生に聞きたいこと」
の３点をテーマに話し合いました。その後、各グルー
プの学生さんが、内容を模造紙にまとめて発表をしま
した。
　学生さんの好奇心と情報を吸収したいという意欲は
パワーにあふれており、圧倒されました。休憩中や雑
談でも知りたいことを次々質問され、こちらも大変刺
激になりました。また、学生さんのアンテナがどこに

向いているかが垣間見え、貴重な時間となりました。
　ダイバーシティの問題を真摯に捉えている学生さん
は、素晴らしく頼もしいものでした。発表では、残業
がしたいときに出来るシステムがあってもよいのでは
ないかという意見、多様なコミュニティが社会には存
在し、SNS などでコミュニティも作りやすいので、
会社に生きがいを強く求めないとの意見もあり、考え
させられました。
　70 分の時間が足りないくらいの白熱教室でした。

川合運輸株式会社　川合　惠子

テーマ　「現代学生の視点から見た、ダイバーシティとインクルージョンを学ぼう！」
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

日時　令和元年 10月 25日（金）13:00 ～ 16:10
場所　埼玉大学
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　これから起業しようとする女性、事業の更なる成長
を目指す女性起業家を応援するために、プレゼンテー
ションイベントが開催されました。当会会員のセレモ
ニーサロン株式会社　清水真理氏が、二次審査を見事
通過し、ファイナリストとして参加されました。
　清水氏は、2015 年に新規事業の「スミレクラブ」
を設立。2017 年に「SAITAMA 婚活コミッション
事業」で婚活バスツアーを開催し成功させています。
プレゼンでは、「男性向けスキルアップ塾」について、
スミレクラブにしか出来ないサービスとマッチングノ
ウハウなどを紹介。清水氏の愛情あふれるお人柄が伝
わる素晴らしい内容でした。また、プレゼンでの自信
に満ちた笑顔、衣装、メイク、立ち居振る舞いも見事
でした。

　結果は、清水氏が審査員特別賞を受賞され、応援メ
ンバーも歓喜に沸きました！これは会員皆様の励みに
なります。おめでとうございます！
　その後、交流会が開かれ、再度受賞者皆様のご健闘
を讃え、ますます女性経営者が企業家になるべく、各
方面から応援のエールが贈られました。

川合運輸株式会社　川合　惠子

ビジネスプラン　コンテスト　ファイナルイベントと交流会
SAITAMA 　Smile　Women　ピッチ　2019

日時　令和元年 11月 30日（土）12:40 ～ 17:00
場所　大宮ソニックシティ　第一展示場
主催　埼玉県、公益財団法人産業振興公社
後援 公益財団法人埼玉県産業文化センター、埼玉中小企業家同友会女性経営者クラブ・ファム、サイタマ・レディース

経営者クラブ、一般社団法人埼玉県商工会議所連合会、埼玉県商工会連合会
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台湾視察研修旅行

　今回、当会会員 14 名で、台湾の女性経営者との交
流の為、台北に行って参りました。直前航空会社のト
ラブルにより、出発時刻が遅れたものの、無事に企業

２社を視察し、お話
しを伺うことが叶い
ました。
　１社目は、アンチ
エイジングで世界中

にクライアントを持つ「安法抗衰老醫療集團」。細胞を
保存するなど、衝撃の医療サービスで女性の美しさを
追究。会員制で約 90% の契約更新率とは、効果が顕
著であるということの現れでしょうか。実際、社長様
もスタッフの方も、とても美しい方でした。
　２社目は、日本人観光客の 85％が訪れるという土
産店「澎湃台灣精品百貨公司」。開業して 45 年とい
うことですが、最
近は一人当りの購
入金額が以前の半
分に減少し、苦戦
を強いられている
そうです。そこで

　埼玉は梅雨寒ですが、こちらは真夏の高湿度！それ
でも埼玉レディたちは、精力的に活動しました。
　朝８時にホテルを出発し台湾の歴史や文化、民族性

などをユーモア
たっぷりにレク
チャーしてもら
いながら、車窓
からの台北市内
視察。これから
向かう故宮博物

は魅力的なお土産に
囲まれながら、ジャ
スミン茶と美味しい
台湾菓子を頂きまし
た。（３日目はこち
らのお店でショッピ
ング）
　夕食は、台湾女性企業家協会の皆様と「台北國賓大飯
店」で、台湾料理を堪能。お料理もとても美味しく会話
も弾み、とても楽しい時間を過ごすことが出来ました。
この日、特に感じたのが、台湾の方は日本に対して、と
ても友好的であるということ。それは、会長様のご挨拶
からも、私たちに対するおも
てなしの内容からも感じ取る
ことが出来ました。私個人と
しても、大変貴重な経験をさ
せて頂いたと思っております。
　それにしても台湾の女性は、
パワフルで華やかで煌びやか
で眩しかったです。

館の見所も聞きつつ、
更に博物館内でもずっ
とガイドしていただい
たので、広い館内も存分に楽しむことができました。
その甲斐あって、お土産には〝白菜〟を選ぶ人が多く
見受けられました。
　昼食後は十分老街を抜け、滝を見学し、次は天燈上
げ体験。四人一組になり四角いランタンの一面ずつに
思い思いの願い事を書いて、青空にぐんぐんと上って
行くさまを見守りました。その後路線バスで、「千と千

行政書士　諸井佳子事務所　諸井　佳子

７月５日
（１日目）

７月６日
（２日目）

日　時
令和元年 7月 5日（金）～ 7月 7日（日）
コース
１日目：台湾日本関係協会訪問～安法抗衰老醫療集團

訪問～澎湃台灣精品百貨公司訪問
２日目：故宮博物館観光～台湾料理～十分観光～九份

観光
３日目：台北観光

台湾女性起業家協会と交流

故宮博物館、十分老街、九份など



中正紀念堂　衛兵交代式龍山寺

尋の神隠し」を彷彿
とさせると人気の九
份へ。急勾配の坂道
を 上 っ た り 下 り た
り、足元に十分気を

つけながらも美味しそうな物のチェックは怠らず、食
べ歩きなどしているとつい、「千尋も食べなさい」など
と呟いてみるのでした。古い街並みを見ながら〝田舎
の高級料理〟と教えてもらったディナー。窓の外はだ
んだん暗くなり提灯など点灯して、美味しいお料理と
共になんとも幻想的な風景も楽しむことができました。

　台北最強のパワースポットと言われるお寺です。連
日猛暑の台北ですが、市民の皆さんが大勢熱心に読経
されていました。ガイドさんが台湾の方は信仰心が強
いとおっしゃっていましたが、本当だなと感心しました。
　我々レディースの面々もパワースポットということ
で、それぞれお願い事をしてきました。えっ「何をお
願いしたか？」って、それは　ひ・み・つ　です。

　中正紀念堂は、初代中華
民国総統である蒋介石への
哀悼の意を込めて建てられ
た記念堂です。そこで、一
時間おきに衛兵の交代式が
行われています。
　衛兵は、身長 180cm 前
後で容姿端麗かつ優秀な選
ばれし兵士のみしかなれないそ
うです。ということで、ひと目
台湾のイケメンを拝見しようと
いそいそと見学に行きました。
　その後交流会でお知り合いになった女性経営者のお
土産店に立ちより、帰路に就きました。

　ホテルに戻る前にもう一ヶ所、台北 101 展望台へ。
88 階までエレベーターで一気に上がり、更に階段で
91 階の屋外展望台へ。肉眼で見た台北の夜景は感動
的でした。ホテルに戻ったのは午後 10 時半。その後
は、希望者のみ昨日交流した会員さんの経営するマッ
サージ店へ。そう
して、長い長～い
一日は終わったの
でした。

株式会社武蔵産業　土橋　智恵

株式会社右門　町田　明美

7月７日
（３日目）



SDGs企業セミナー

　現在、７人に１人が貧困、沖縄では５人に１人が貧困、
シングルマザーになると約半数が貧困になるそうです。
しかしながら、服装などの外見では見分けがつかないた
め「そんなに周りにいる実感がない」のが現状です。貧
困は生活だけではなく、親が子供の勉強を見られない、
人や社会とかかわる力や知識、
学習意欲、生活習慣などを親か
ら継ぐことができないなどが生
じる恐ろしさがあります。
　そこで埼玉県では学習支援と
居場所づくりとしてジュニア・

アスポート事業を開始、６市町村で行っています。
　また子ども食堂は、県内で約 2,300 か所前後まで増
えています。無料の学習支援教室やプレーパークなどが
あります。子ども食堂に企業がかかわるポイントは、本
来のビジネスの発展と社会貢献を両立させていくこと、
社員が苦しまずに主体的に楽しんでいくことです。

　古民家カフェ「藍」で毎週 60 ～ 80 名が参加さ
れています。初めは給食のない８月から開始、毎週
土曜日開催しています。子ども食堂ではみんなで楽
しく、たくさん話して体験して食べていくことを重
視。「みんなで頂きます」「みんなでお片付け」をモッ
トーとしています。

　加須市で子ども食堂と困窮するひとり親家庭向け
に食料品の無料配布を展開。ひとり親家庭は、孤立
し、相談する場所が無いということ、世間から見放
されていると感じていることが分かってきました。
子ども食堂は「ひとり親でも支援していただける場
所がある」「個人的に相談に乗ってもらえる場所が
ある」ことが大きな役割であるとのお話でした。

　様々な子ども食堂を見学し、企業として長続きす
るための方法を模索されたそうです。葬祭ホールに
て地域の賑わいづくりの朝市を友引の前日に開催し
ています。朝市を開催したことで、互助会の営業に
つながっているとのことです。

　飲食店での集客や消費者のプレゼント応募券で、
子ども食堂に寄付ができる寄付プラットフォームで
あり、企業が関わりやすい内容でした。

演題「子どもの貧困の現状について」
講師　埼玉県福祉部少子化対策局長付企画幹　内田　貴之氏

子ども食堂、企業等の事例発表　

日時　令和元年 8月 20日（火）14:30 ～ 16:45
場所　新都心ビジネス交流プラザ 4階会議室
主催　埼玉県、サイタマ・レディース経営者クラブ
共催 埼玉中小企業家同友会女性経営者クラブ・ファム

　子供の貧困が身近なところで起きている実態や、企
業が子供の貧困にかかわる様々な事例など、「居場所
づくり」の重要性を強く感じました。

近藤美恵子経営コンサルティング事務所　近藤　美恵子

埼玉県子ども食堂ネットワーク
代表　本間　香氏

こども食堂応援隊　
事務局長　鈴木　一男氏

株式会社メモリード　
川越支社長・鶴瀬支社長　平山　実氏

ユニコム株式会社　
代表取締役社長　町田　達彦氏

「子ども食堂の取り組みについて」

「困窮するひとり親家庭を支援
子育て応援フードパントリー」

「葬祭ホールによる地域の
にぎわいづくりと子供の居場所づくり」

「子ども食堂を寄付で支援する
エシカルミン事業について」

①

②

③

④
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　2030 年、地球温暖化の進行により災害が頻発する
とともに、原料調達や労働環境に大きな影響があること
が懸念されているそうです。世界人口が急増する一方で、
日本が人口減少に転じ縮小する社会を迎えます。こうし
た中、2030 年に向けて、人と企業が幸せであるために
解決しなければならない世界共通の課題が SDGｓであ
るとのこと。毎日の暮らしに身近な食品産業を題材に、
企業がどんな取り組みをしているのか、実例を踏まえて
ご解説頂きました。
　なぜＳＤＧｓがここまで注目されるのかというと、世界
的に深刻化する環境問題や経
済・社会問題に対し、国や国際
機関だけでは対処しきれず、民
間企業の力が必要になってきて
いるからだといいます。ＳＤＧ
ｓを世界の共通言語として掲げ

　SDGs を 学 ぶ セ ミ ナ ー は、
はや３講目となりました。概要
は、おおよそ見えてきてはいま
したが、足元が見えず、なかな
か当事者意識になれない状態で
した。今回はワークの時間もあ

り、自社への落とし込みに近づいたかと思います。
◦SDGsと自社との関係について
　自社の企業活動との紐づけが難しく感じるところをグ
ループワークで、具体的に各企業の取り組みから、発見
することができました。意外と関連があり、事業の意義
を再認識できました。
◦SDGsへの取り組み

ここでのご指摘は、日本は自己ＰＲ意識が低いので、しっ
かりと外部発信をすること！でした。（例：ホームペー
ジでの公表、アイコンの活用など。）認知度が低い日本

ることにより、さまざまな主体との協働が実現できるそ
う。例えばサントリーなどは、海外の企業をＭ＆Ａで買収。
企業哲学である“水と生きる”を掲げ、森林保護の環境
を守る活動をしています。
　また、「課題」は「ニーズ」で、私たち経営者にとって
社会課題解決は、巨大なビジネスチャンスであり、民間
企業にとっての価値が見いだされるところでもあると思
います。
　人と企業が幸せになるように、今後もＳＤＧｓに注目し
ていくと共に、経営者としてビジネスだけでなく、どれだ
け社会課題を解決していくかを常に意識をしていきたい
と思いました。

の浸透度は、発展途上国 80％に対して、10％台です。
◦市場のニーズ
　SDGs に取り組むことで評価されるという、市場
のニーズが拡大しており、また投資対象にもなってい
ま す。ESG 投 資（Environment 環 境 /Social 社 会 /
Governance 企業統治）といわれています。SDGs は、
持続可能に重点が置かれており、企業は、本業を通じて
SDGs を達成することが大事であり、本業が儲からな
いと持続可能はそ
もそも成り立ちま
せん。やはり、夢
ある未来は足元の
地盤の強さが大事
であると感じまし
た。

演題　SGDs の 17 の目標と食品産業のつながり
講師　農林水産省食品産業局企画課企画官　黒岩　卓氏

演題「夢ある未来を共に創る」～自分らしく SDGs に取り組む～
講師　埼玉りそな銀行経営管理部 SDGs 推進室　室長　橋本　景子氏

日時　令和元年 10月 8日（火）15：00～ 16：45
場所　新都心ビジネス交流プラザ　4階会議室
主催　埼玉県、サイタマ・レディース経営者クラブ

日時　令和２年１月 21日（火）15:00 ～ 16:45
場所　新都心ビジネス交流プラザ　４階会議室
主催　サイタマ・レディース経営者クラブ、埼玉県
共催 埼玉中小企業家同友会女性経営者クラブ・ファム

行政書士　諸井佳子事務所　諸井　佳子

川合運輸株式会社　川合　惠子

Ｐ（自社事業とSDGsを紐づけ・解説）→Ｄ（取り組み

目標・内容・ゴールを決める）→Ｃ（実施・結果を評価）

→Ａ（一連の取り組みを整理、外部発信する）
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　企画交流委員会が、会員の皆様方と親睦を深める
ため企画されましたバスツアーに参加しました。メン
バー19名が参加。現地到着までの1時間のバス車内
では、新しい会員の方のご紹介、メンバーの近況報告
が行われ、楽しくツアーが始まりました。
　途中から、深谷観光バス株式会社の高田勇三様に
ガイドを務めていただきました。歴史通であり、貴重
なお話をうかがうことが出来ました。

　深 谷 の 繁 栄と
英 知 に は、 利 根
川の 影 響が 多大
であったことに興
味を持ちました。
利根川を通じて、

江戸から、また江戸へと物資が運ばれ、深谷はその
拠点となっていたとのこと。物資とともに情報も運ば
れたことで、いち早く江戸の情報、つまりそのころの
日 本 の 最 先 端
の 情 報 が 収 集
できる拠点だっ
たようです。そ
こに は 坂 本 竜
馬 の ような 情

報通の人物が存在してお
り、それが優秀な一族を
生み出した要因ともいえる
とのことでした。
　また、利根川沿いには
約7kmおきに大変立派な
神社があり、如何に富み
栄えていたかうかがえると
のこと。そのひとつ、渋沢
家ゆかりの鹿島神社にも行ってきました。境内の中に
は、栄一氏の母の偉業の痕跡として、地域のハンセ
ン病患者の浴場のための木の幹の中に作られた、ほ
こらがありました。「栄一氏の優しさのルーツは、こ
こにあります」と高田氏は説明されていました。
　倒幕の志士から幕臣になった栄一氏ですが、従兄
弟の尾高惇忠に論語をはじめ多くの学問を師事し、
人生に大きな影響を受けました。複雑な時代を見事
に生き抜き、近代日本の礎を築くには、多くの幸運と
栄一の努力と才能そして環境が相まっていることに驚
きです。
　深谷観光バス株式会
社様にガイドいただき、
渋沢栄一氏と生地を深
く理 解 でき、楽しく学
べる旅となりました。ま
た、会員同士の親睦に
とても良い機会となりま
した。

川合運輸株式会社　川合惠子

渋沢栄一生誕の地・深谷を巡る日帰りバスツアー
開催日　令和元年 11月 15日（金）
コース　渋沢栄一生誕地「中の家」～鹿島神社～尾高

惇忠生家～昼食会～渋沢栄一記念館～大寄公
民館（誠之堂・清風亭）～道の駅（おかべ）

　深谷商工会議所会頭の村岡正巳様が、昼食会にお越し
下さいました。ご持参の新商品（山芋と豆腐でできた、鰻
風蒲焼）を試食させていただき、メンバーに感想を求めら
れましたが、経営者と女性の視点から沢山の意見とアイデ
アが飛び交いました。

昼食会
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　今回当会から、12名が参加いたしました。
　滞在2日目、ブリスベンのタタソールクラブに於い
て、クイーンズランド日本商工会議所女性メンバー
11名とのビジネスランチが開催されました。
　日豪コンサルティングサービスの創設者であるリン
玲子レインズさんの、日本語と英語でのクールな進行
です。
　まずレインズさんは、なぜ会場をタタソールクラブ
にこだわったかをお話しくださいました。タタソー

ル ク ラ ブ は
1865年紳士
のグループに
よって創立、
会員は男性に
限定されてい
ました。女性

に門戸が開かれたのはやっと、2019年になってか
ら。約半年で250名もの女性が入会したそうです。
　さすが伝統あるクラブ、装飾品もお料理も上質なも
のでした。そこで議題に上がったのは、レインズさん
がスクラップした現代日本人女性の結婚観についての
新聞記事。女性活躍に期待を寄せているのになかなか
進まない現状、数値目標だけでなくタタソールクラブ
と同様に、真に
女性の活躍を受
け入れられる世
の中になる事を
願いました。

武蔵産業株式会社　土橋　智恵

開催日　令和元年 10 月 14 日（月）～ 19日（土）

彩の国埼玉県民友好親善訪問ツアー
埼玉県・クイーンズランド州姉妹都市35周年記念

大野知事表敬訪問 日時　令和元年10月 7日（月）13:45～ 14:15
場所　知事室

　知久会長はじめ、当会会員７名で、新しく就任され
た大野知事を表敬訪問いたしました。
　大変お忙しい知事のお時間を頂戴いたしましたの
で、早速、大原副会長か
ら、「女性活躍推進を、
これまで同様に積極的に
進めていただきたい」と
提言しました。
　知事は、「女性の就業
支援・ベンチャー・創業
支援を進めていますが、

出産後の就職支援・男性の育休の取得が進んでいない
のが現状」と話されました。メンバーからは、人手不
足、シニア活躍の現状、イクボスの浸透についてなど、
現状の問題点や期待していることなどを申し上げまし
た。
　また、知事から「国の中小企業対策ではうまくいか
ないことでも、現場を踏まえて県で決定できることが
多くあり、頼りになるものにしていきたい」とのお話
をいただき、埼玉県の更なる飛躍を予感できる訪問と
なりました。 川合運輸株式会社　川合　惠子
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　当日は傘もさせ
ないほどの大雨の
中、参加者はずぶ
濡れになっての集
合となりました。
合同庁舎 1 号館
のセキュリティゲートを通過し、12 階の共用会議室
へ入りました。
　セミナーは、第 1 部の冒頭に財務省職員の方々か

ら内容についてご説
明をいただき、第 2
部で 3 テーブルに
分かれての車座トー
クとなりました。ま
ず、財務省主計局厚

生労働第 6・7 係主査の谷様から財政の現状と課題、
次に調査課課長補佐の石黒様から社会保障について、
最後に財務大臣政務官秘書官の男澤様から就職氷河期
世代への対応について説明を受けました。
　一般会計では、世間でムダといわれる公共事業は歳
出の 6.8％程度でしかなく、社会保障・国債費・地方
交付金で 3/4 を占めているとのこと。「税収では歳出

と私の会社がある川越市にも津波が到達すると聞き、
びっくりです。川口、志木、戸田も同様とのこと。埼
玉県で安心なのは秩父だそうです。

全体の 2/3 しか賄
えておらず 1/3 は
借金に依存しており
健全ではない。次世
代にツケを回さぬよ
うに、予算の使途の
見直し・税収を伸ばす・歳出を抑えるべく、税の一体
改革に取り組んでいる」とうかがい、私たちにできる
ことは、事業でも個人でも適正な納税をすることだな
と考えました。
　車座トークでは、職員のお三方が各テーブルで座長
となり、時間を忘れ活発
な意見交換の場となりま
し た。 第 3 部 は 31 階
ビューテラスへ移動して
交流会が行われ、和やか
な意見交換が活発に行わ
れました。

『財政ディスカッション ( 社会保障 ) ×地域の声』財務省職員と語ろう！

いざという時、企業、従業員を守るために！「BCP セミナー＆防災体験学習」

ロータリー株式会社　原　恵美子

埼玉県女性経営者支援セミナー

日時　令和元年 5月 21日（火）15:15 ～ 16:45
場所　新都心合同庁舎 1号館 12階会議室
主催　財務省、関東財務局、サイタマ・レディース経

営者クラブ、埼玉県
＜交流会＞
日時　令和元年 5月 21日（火）17:00
場所　31階ビューテラス

日時　令和元年 7月 23日（火）14:30 ～ 16:30
場所　埼玉県防災学習センター 3階研修室

主催　サイタマ・レディース経営者クラブ、埼玉県

第１部　「BCP の基礎～ BCP は効果があるのか～」　14:30 ～ 15:30
講師　一般社団法人レジリエンス協会　代表理事　黄野　吉博氏
第 2 部　「防災体験学習」　…地震体験等ツアー形式でご案内　15:30 ～ 16:30

　北鴻巣の「埼玉県防災学習センター」に行ってきま
した。
　黄野氏から防災についてのお話を伺いました。なん
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　グループワーク
で は災 害 に向 け
ての取り組みを発
表しましたが、当
社は全く出来てな
く、 従 業 員 が 会

社から災害時に帰るルート、また会社での備蓄食な
ども何にも備えていないことが分かり、早速、準備し
たいと思います。またデータの管理もしかりです。
　「BCP の始まりは、トレーニングをして紙に落とす

ことから始まる」と教えてもらいました。
　早速、始めたいと思います。体験型施設での消火
活 動、 地 震 体
験、 火 災 体 験
も楽しく学習出
来ました。
　ありがとうご
ざいました。

セレモニーサロン㈱　清水　真理

　第１部では、
よろず支援拠点
の使い方につい
てのご説明を伺
いました。
　埼玉県産業振
興公社が運営し

ており、よろず支援拠点には 20 名、埼玉県産業振興
公社は 100 名の専門家が揃っています。経営相談は、
費用をかけずにその会社にできることを提案してくれ
ます。また、各種セミナーを無料で開講しています。
　第 2 部では、
事業計画＆補助
金がテーマです
が、12 月の時
期では、来年度
の補助金につい
ては、何も決まっていない状況です。
　補助金は、自己負担額があるので、補助金ありきで
はなく、事業計画ありきの思考が大切。そのためにも、
事業計画の策定に力を入れていくこと。
　来年度は、30 ～ 40％が採択されるのではないか
との予測でした。（今年度が 90％近くの採択だった
ので）公募は、突然で短期間ですので、情報のキャッ
チをしていかなければならない。

◦ミラサポにアクセスし、メールマガジンに登録。
◦ Jnet21 のメールマガジンに登録。
　→埼玉県、さいたま市…などの補助金を調べる。
　自らが、アンテナを張っていくことが大事だと

いうことです。
　補助金申請は、ルールに従い、コンサルタン
ト任せではなく、自社でしっかり作る。

　採択されるポイントは、

◦専門用語を避ける。
◦紙芝居のように見せられるか→イメージしやす

いことが大事。（審査員は、1 名が 20 社ほど
見るので）

　気軽に、無料でそして知識が豊富、お宝いっぱいの
支援拠点は、力強い我々の味方です。また、当会員
の近藤美恵子氏も支援拠点のコーディネーターです。
もっと活用していきたいと思いました。

日時　令和元年 12月 17日（火）15:00 ～ 16:45
場所　新都心ビジネス交流プラザ 4階会議室

第１部　公益財団法人埼玉県産業振興公社埼玉県よろず支援拠点のご案内
講師　チーフコーディネーター　越智　隆史氏
第 2 部　事業計画＆補助金セミナー　講師　コーディネーター　青木　一生氏

川合運輸株式会社　川合　惠子
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編集後記

今年度の出来事（2019 年 4月～ 2020 年 3月）

2019年 ４月 ・外国人労働者受け入れ拡大スタート
 ・₂₄ 年度に新紙幣発行を発表　１万円札は渋沢栄一
 ・東京・池袋で高齢ドライバーが暴走事故　母子死亡
5 月 ・天皇陛下が即位　「令和」に改元
 ・トランプ米大統領が令和初の国賓として来日
6 月 ・香港で「逃亡犯条例」改正案に反対する大規模デモ
 ・バスケ・八村塁　NBAドラフトで日本人初の１巡目指名
 ・G₂₀ サミットが大阪で開催
7 月 ・京都アニメーション放火　₃₆ 人死亡
8 月 ・ゴルフ・渋野日向子が全英女子オープン優勝
9 月 ・ラグビーワールドカップ日本大会開幕　日本代表８強入り
₁₀⺼ ・消費税率 ₁₀％スタート
 ・ノーベル化学賞に吉野彰氏
 ・東日本で台風大雨被害　死者相次ぐ
 ・沖縄・首里城が焼失
₁₁月 ・ローマ教皇が ₂₈ 年ぶり来日

2020年 1 月 ・「チバニアン」正式決定　千葉の地層・地質時代名に
 ・英国が EU 離脱
2 月 ・新型コロナウイルス世界各地に広がる
3 月 ・新型コロナウイルス　国内感染者２千人超
 ・東京五輪延期　来年７月 ₂₃ 日開幕予定

【埼玉県連携窓口】埼玉県産業労働部産業支援課　担当　望月

〒 330‒9301　埼玉県さいたま市浦和区高砂 3‒15‒1 TEL 048‒830‒3903　FAX 048‒830‒4813

　新型コロナウイルス感染症対策で、自粛の日々が続いていま
す。普通に過ごしていた日常がいかにありがたいものだったか
を思い知らされています。
　でも嘆いてばかりもいられません。今回、広報委員会の会議
はオンラインで開き（= 右写真）、会報の校正もクラウド上で行
いました。実際にやってみると、これが想像以上に便利。移動
時間がないので時間の節約になりますし、原稿を共有すること
で校正の効率もアップ。でもこれは、お互いの気心が知れてい
るからこそ。今後は実際にお会いできる機会もこれまで以上に
大切にしていかなければと思いました。
　「この世に生き残る生き物は、力の強いものでも頭のいいもの
でもなく、変化に対応できる生き物だ」というダーウィンの言

葉があります。しなやかにしたたかに、私たちもこの変化を乗
り越えていきたいものです。波乱の年度末となりましたが、１
年間ご協力をありがとうございました。引き続き来年度もよろ
しくお願い申し上げます。 （小川）

広報委員会（令和元年度）
大原（担当副会長）、川合、入江、相木、荒川、栗原、河野、下村、西山、伊藤、久賀、小川（敬称略）
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