
ごあいさつ
　2015 年の女性経営者全国交流会は岡山の地で開催いたします。今年、岡山同友会は創立 30 周年、女性部は 25 周
年を迎えます。この大きな節目に全国の皆様をお迎えできることを心から感謝し、また楽しみにしております。
実行委員会には自主・民主・連帯の精神で取り組み、設営の準備を通じて私たち自身も多くを学ぶことでひとまわり成
長できたように思います。
　本交流会では、女性経営者ならではの経営課題について本音で語り、学び、そして「全国にはこんなに多くの仲間が
いる！私たちは決して一人じゃないんだ」という実感を味わっていただきたいと思います。
　垣根を越えた多様な人たち一人ひとりの活躍が、真に豊かで幸せな日本の未来を創る―そのかけ橋を、今こそ共に築
いていこうではありませんか。もちろん男性も一緒に。　
　輝く女性の晴れ舞台をご用意して、皆さまのご参加をお待ちしております。

第18回女性経営者全国交流会 in 岡山
実行委員長　林　明美
岡山同友会　副代表理事
（有）ライトアーム　代表取締役

オプショナルツアー 温故知新 !? 歴史パワースポット巡り
【歴史から経営を学ぶ】

桃太郎伝説の里・吉備国岡山
経営は常に温故知新を繰り返していきます。
歴史上の人物の生き様や知恵を取り上げ、
経営に活かしていただくツアーです。

料　金／ 5,000 円（税込）

日　程／ 6月 19日（金）
12:30 全日空ホテル出発→吉備津神社 (国宝 )→矢喰神社→
楯築遺跡 (日本最大墳丘墓 )→備中高松城→高松稲荷 (日本
三大稲荷 )→国分寺→造山古墳 (日本 4番目大型古墳 )→岡
山駅 17:30→岡山空港 18:00

※最少催行人数 15名（定員 35名）( お弁当・お土産付き )
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分科会会場
岡山コンベンションセンター

全体会・懇親会会場
岡山全日空ホテル

■ 会場ご案内■ 開催要項

● JR 岡山駅連絡橋直結　 徒歩約 1分
● 岡山空港より車（バス）で約 30分
● 山陽自動車道岡山 ICより車で約 15分

会　場

参加費

参加申込

申込締切

＊本登録内容は行事設営のために中同協管理のもとに参加者名簿等に活用し、それ以外に使用することはありません。
＊本行事の模様を撮影・録音し、記録されたものを印刷物やインターネット上で公開させていただくことがあります。参加者の皆さんの写真が掲載されることがありますので、不都合がございました
　ら所属同友会事務局までご連絡ください。

「中小企業家しんぶん」2015年 4月 5日号付録

内閣府男女共同参画局・岡山県・岡山市・倉敷市
東京都千代田区九段南 4-7-16　市ヶ谷 KTビル３F
TEL：03-5215-0877

岡山県岡山市北区富田 29
TEL：086-222-7473

岡山全日空ホテル
岡山市北区駅元町 15－1　TEL：086-898-1111
分科会
岡山コンベンションセンター
岡山市北区駅元町 14－1　TEL：086-214-1000

18,000円（懇親会・記録集代含む）

5月28日（木）

全体会・懇親会

【宿泊案内】
①岡山全日空ホテル
　岡山市北区駅元町 15－1　TEL：086-898-1111
下記の申込書にて受け付けます。※定員に達し次第締め切ります。
  ■シングル…………（1名様）10,700 円（朝食付、サービス料・税込）

※②～⑤に関しては、各自宿泊の手配をお願いいたします。
②ヴィアイン岡山 　岡山市北区駅元町 1－25　TEL：086-251-5489
③三井ガーデンホテル岡山　岡山市北区駅元町 1－7  　TEL：086-235-1131
④ダイワロイネットホテル岡山駅前
　　　　　　　　　　　　　岡山市北区駅前町 1-1-1　 TEL：086-803-0055
⑤ホテルグランヴィア岡山　岡山市北区駅元町 1－5　  TEL：086-234-7000

※「で～れ～」「ぼっけ～」「もんげ～」は岡山弁で「すごい」を表しています。

※5月 29日（金）以降のキャンセルは
　参加費・宿泊費・オプショナルツアー
　参加費の全額をご負担いただきます。
　予めご了承ください。

キ　リ　ト　リキ　リ　ト　リ

第 18回女性経営者全国交流会　参加申込用紙 ※宿泊の要・不要、交流のひろば、オプショナルツアーの参加・不参加を◯で囲んでください。

ふりがな

お名前

分科会 宿　泊 交流のひろば オプショナルツアー
要

不要

参加

不参加

参加

不参加

会社名
性
　別

男
　
　女役職

第１希望

第 2希望

下記にご記入の上、所属同友会
事務局までお申し込みください。



問題提起・分科会 記念講演6/18 ㊍ 6/19 ㊎
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【岡山】

分科会
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【広島】
人育ては自分づくり
～波風を立てる勇気を！～
経営理念をどう実践するか

　主婦の村井さんが病気がちな父上の代わりに代表に就任。経営
は金融機関から見放される状態でした。父上は急逝、お店は全焼
という危機に、経営者としての覚悟をします。
　同じころ同友会に入会、３年前に経営指針をつくり、社員の前
で発表します。面倒くさがられ反発もありながらも、社員の成長
やお店の発展の意見が出るようになりました。「一歩前に出たか
らこそ、社員も返してくれる。人育ては自分育て」と話す村井さ
んの実践に学びます。

時代を超えて生き残る
強い会社を目指して
１４３年の伝統を礎に、進化し続ける企業へ

　明治創業の和菓子店で育った吉延氏は、製菓専門学校卒業後に
カナダへ行き、後にご主人となるクリスさんと出会います。帰国
後、後継者として家業と向き合いますが、昔ながらの経営に不安
を感じ、同友会に入会。経営指針を作成し“家業”から“企業”
への変革を決意します。以後、老舗8代目として伝統を守る一方、
ご主人や社員と共に画期的な商品を次々に送り出します。吉延氏
の柔軟な経営姿勢から、経営者の責任について学びます。

報告者 村井 由香氏
むら　い　　 ゆ　 か

㈱ キャピタルコーポレーション
代表取締役
広島四支部女性部会　副会長

【会社概要】
● 設　　　立／ 1985年 4月
● 資　本　金／ 2,500 万円
● 年　　　商／ 2億円
● 社　員　数／ 40名
● 事 業 内 容／焼鳥店を三店舗経営

http://www.capital-co.net/capital

報告者 マクドナルド吉延 洋子氏
よし のぶ　 よう　こ

㈲ 福井堂
代表取締役社長
岡山同友会理事・東備支部支部長

【会社概要】
● 設　　　立／ 1871年
● 資　本　金／ 300万円
● 年　　　商／ 6.5 億円
● 社　員　数／ 119名（内パート・アルバイト）103名
● 事 業 内 容／和洋菓子製造販売
　　　　　　　（店舗販売事業・ネット販売事業・卸事業・体験事業）
http://www.fukuido.co.jp
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【岩手】
誰もが地域の中で幸せに
　　　　　　生き合うために
赤ちゃんからお年寄り、障がい者も
　　　　　　　 共に生き合う社会をめざして

ワークライフミックスが切り拓く新しい働き方

　あるとき、長年年を取り合って暮らしてきたお年寄りに身寄り
がなくなり、地域を離れなければならない窮地を知ります。「こ
こで、この人を遠くに行かせたら私は悔いが残る」と全く経験の
ない中で住居型老人ホームめだかの家を立ち上げます。現在では
地域のお年寄りはもちろん、生まれたばかりの赤ちゃんまでが集
い、まるで地域全体が家族のような関わりができるようになりま
した。
　障がい者もお年寄りも、誰もが地域の中で幸せに生きるために
私たちに何ができるか、共に考えます。

報告者 吉田 ひさ子氏
よし  だ　　　　　　　 こ

光畑 由佳氏
みつ はた　　ゆ　 か

㈲ いわてにっかコミュニティ企画
代表取締役
岩手同友会代表理事　社員共育委員長

【会社概要】
● 設　　　立／ 2007年 4月
● 資　本　金／ 1,000 万円
● 年　　　商／ 2億円
● 社　員　数／ 54名（内、パート、アルバイト 18名）
● 事 業 内 容／通所介護・居宅支援事業所・訪問介護・住宅型有料老人ホーム
　　　　　　　・児童デイサービス

分科会
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【東京】
婦人部から女性経営者の組織へ
そして新たな可能性へ
東京同友会女性部活動２５年の歩み

　婦人部という周囲の認識を全国に先駆けて打破し、学ぶ女性経
営者の会として成長してきた東京の女性部。現在はワークライフ
バランス分野における東京都の中核団体になるなど都の行政の中
で高い位置づけを得るまでとなりました。そして、今、女性活躍
の時代を迎えて組織名を『WAT２１』と改称。女性活躍の時代を
リードする新たな女性経営者の会としての役割を模索しています。

報告者

森 裕子氏
もり　 ひろ　こ

㈱ ハチオウ
代表取締役
東京同友会副代表理事
東京同友会女性部部長

【会社概要】
● 設　　　立／ 1956年４月
● 資　本　金／ 6,000 万円
● 年　　　商／ 12億 5,000 万円
● 社　員　数／90名（内、パート、アルバイト 16名）
● 事 業 内 容／ケミカルリスクマネジメントサポート
　　 化学系廃棄物　のリサイクル&
　　 無害化処理

http://www.8080.co.jp

報告者

栗田美和子氏
くり た　み　わ　こ

クリタエイムデリカ ㈱
代表取締役
アジアイノベーション協同組合 理事長
東京同友会前副代表理事

【会社概要】
● 設　　　立／ 1967年 7月
● 資　本　金／ 9,000 万円
● 年　　　商／ 44億円
● 社　員　数／ 350名
● 事 業 内 容／食品関連　調理麺製造

http://www.kurita-aim-delica.co.jp
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【宮崎】
「お総菜残業はイヤです」の
一言が、会社を変えた
ゆるキャラ®たちを生み出す女子力の現場

　40名の女性スタッフで年間約 250体の着ぐるみを製作してい
る同社。熊本県の「くまモン」をはじめ全国の着ぐるみを手掛け、
海外からの注文にも応えています。ゆるキャラ®ブームに乗って
急成長のなか、子供を抱えるスタッフから悲鳴が…。そこから取
り組んだ職場改善。残業時間は 10 分の１になり有休取得率も
アップ。定着率もあがり、取り組みをはじめた翌年の経常利益は
前年度比 270％！次の目標として発信しているのは『宮崎を女
子県に－幸せが連鎖する街づくり』です。

報告者 加納 ひろみ氏
 か　のう

ＫＩＧＵＲＵＭＩ.ＢＩＺ ㈱
取締役工場長
宮崎同友会会員

【会社概要】
● 設　　　立／ 2001年５月
● 資　本　金／ 200万円
● 年　　　商／ 2億円
● 社　員　数／ 41名（内、パート・アルバイト 3名）
● 事 業 内 容／オリジナル着ぐるみの製作

分科会
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【大阪】
ＤＯＫＵＲＯが７つの海を渡る！
大阪・生野の町から“ものづくり”で
　　　　　　　　　　　　　世界の車を支える

　日本精機（株）は創業以来 65 年間、車の心臓弁であるエンジ
ンバルブづくり一筋で、世界 60 ケ国へ 100％輸出しています。
　We are your factory（私たちはあなたのための会社です）を
モットーに、DOKUROのブランド力向上に取り組んできました。
　創業者である父から事業を継承する中、次々と問題は起こりま
すが、彼女ならではの世界観で社内改革を推し進めます。
　メイドインジャパン品質に対する誇り、女性経営者ならではの
「おもてなし」の心を報告します。

報告者 高橋 祐子氏
たか はし　 ゆう　こ

日本精機 ㈱
代表取締役
大阪同友会会員

【会社概要】
● 設　　　立／ 1950年 7月
● 資　本　金／ 1,100 万円
● 年　　　商／ 6億 5千万円
● 社　員　数／ 45名　
● 事 業 内 容／エンジンバルブの製造、及び販売

http://www.kigurumi.biz http://www.enginevalve.co.jp

〈プロフィール〉
倉敷市出身。㈱ パルコでの美術
企画・建築関係の編集者を経て、
97 年の第２子出産後に体験し
た電車の中での授乳を機に、「産
後の新しいライフスタイル」を
提案するため授乳服の製作を開始。お産・おっぱいをサポートする
「モーハウス」の活動を始める。子連れスタイルで子育てと社会を
結びつけ、多様な生き方や育て方、働き方を提案する「子連れスタ
イル推進協会」や、母乳生活全般の研究活動を行う「快適母乳生活
研究所」を立ち上げ、その代表を務める。2014 年、北京で開かれ
た「APEC女性と経済フォーラム」では日本代表の一人としてスピー
カーをつとめた。三児の母。趣味はお産・おっぱい・建築。著書に『働
くママが日本を救う！子連れ出勤というワークスタイル』がある。

予定スケジュール 交流のひろば

女性のしなやかさで、未来をつくる
「ワークライフミックス」が切り拓く新しい働き方
　「昔の農家は、赤ちゃんを畑に連れて来て農作業するのが普通だった。働
くことも育児も本来は人間にとってごく当たり前で自然なことなんです」
―そう語る光畑氏は、女性がどこでも気兼ねなく授乳できる服づくりを通
じて、「赤ちゃんがいると外出できない」「母親は辛いのが当たり前」といっ
た「常識」を覆し、人々がいつの間にか作り上げてしまった心の壁を軽々
と乗り越えようとしています。彼女が提唱する「ワークライフミックス」
とは、仕事と生活を分けるのではなく、混ぜることで広がる新しい生き方。
社会通念に拘束されることなく、出産後も夢の実現に向けて仕事と生活を
楽しむことができるもう一つの選択肢です。その可能性は、性別を超えて
介護・障害・疾病などにも広がり、新しいワークスタイルとして注目を集
めています。光畑氏の報告から、人本来の生き方・働き方について考えます。

地域再生で築く未来
鋤柄　修氏
すき がら　　 おさむ

平和な暮らしづくりを中小企業の手で

　国内外の経済が不透明感を増すなか、「地域再生」の担い手として地域に根ざす中小企業への期待が高まっています。エ
ネルギー自給率 6％しかない中、東日本大震災と原発事故を契機に、省エネや再生可能エネルギーの利活用が広がってきて
います。これらを中小企業の仕事づくりにつなげるために「中小企業家エネルギー宣言案」を学び、生活者の視点を持って、
平和なくらしづくりの主体者として何ができるのかを共に考えていきましょう。

中小企業家同友会全国協議会会長、㈱エステム 名誉会長

問 題
提 起

1日目

6月
18日木

12:00 受付開始
13:00 全体会開始・問題提起
13:50 会場移動
14:10 分科会開始
18:10 分科会終了・移動
18:30 懇親会開始
20:20 懇親会終了

● 開　会 20:40～
● 会　場 岡山全日空ホテル
　　　　  スカイバンケット『宙』
● 参加費 3,000 円（当日お支払いください）

2日目

6月
19日金

  9:00 全体会開始
　　　 分科会報告
10:00 記念講演
11:30 まとめ
11:45 閉会

※写真はイメージです

㈲ モーハウス　会社概要　設立 /2002 年　資本金 /300 万円　社員数 /3 名、パート・アルバイト 48 名
　　　　　　　　　　　　 　事業内容 /授乳服、授乳用インナーの製作・販売、出産・子育てイベントの企画制作

経営者の責任 経営理念を実践する過程

人を生かす経営の実践 市場・顧客及び自社の理解と対応状況

付加価値を高める 女性部の取り組み

光畑 由佳氏
みつはた　ゆ　か

http://www.mo-house.net/


