
多治見支部
女性部会　視察研修会　相生座・丸山ダム見学と大仙寺参拝

陶の里フェスティバル ㏌ 市之倉に参画

視察研修旅行
松下幸之助について知ろう！「松下資料館」＆パナソニックミュージアム」見学

◆平成 28 年 9 月 15 日（木）　参加 21 名
日吉・八百津方面へ視察研修に行ってきました。美濃歌舞伎博

物館　相生座では、小栗館長さんから相生座の成り立ちや地歌舞
伎の魅力と維持するご苦労を伺いました。その後、舞台の裏側や

奈落など普段みられないものを
見せていただきました。丸山ダ
ムでは職員さんから 60 年を迎
えたダムの今後について解説し
ていただき、大仙寺では大和尚さんの身の上話を面白おかしく伺
いました。帰りには久田見の油揚げをお土産に、楽しい旅行とな
りました。

◆平成 28 年 10 月 8 日（土）・9 日（日）
市之倉地区役員と公民館職員の協力で、昨年同様、さかづき美術

館駐車場の一番奥にブースを設営、税金パネルを展示、税金クイズ
を行いました。8 日は雨が心配されましたが、人出もあり 1 時半頃

終了。
9 日は早朝の雨風で、覆ってい

たビニールや段ボールがはがれて
いたり、テントに水が溜まっていたりで大変でした。午前中は雨で
人出も少なく、天候が回復すると多くの人が来場し、2 日間で景品
として用意した花 500 個、スポンジ 220 個、ウエットティッシュ
400 個は、両日ともに昼過ぎにはなくなりました。

◆平成 28 年 10 月 12 日（水）
秋晴れの中早朝出発、松下資

料館に 10 時過ぎに到着しまし
た。

松下資料館ではビデオで松下
幸之助の一生を視聴し、館長か
ら数々のエピソードを交えなが
ら幸之助の哲学や心の持ちよう
を教わりました。昼食後、「パナソニックミュージアム松下幸之助歴史館」
を見学しました。創業当時の社屋や、昔懐かしい家電が展示してあり、
午前中に勉強したことの復習という感じで、一日のしめくくりとなり実
りの多い研修旅行でした。
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女性部会　社会貢献活動　～曽木公園ライトアップ会場を清掃～

視察研修会

◆平成 28 年 11 月 17 日（木）　曽木公園
女性部会の国分はるみ支部長ほか 8 名は社会貢献事業として、

曽木公園ライトアップ（11/11 ～ 11/23）会場の清掃活動を実施し
ました。

当日はライトアップ実行委員
会から作業内容の説明を受けて
活動を開始、公園内にある池に
浮かんだ落ち葉拾い作業を行っ
てきました。清掃後の水面は紅葉したモミジが綺麗に写し出され、
水面に映る美しく幻想的な『逆さ紅葉』を見ていただくお手伝い
をしてきました。

◆平成 28 年 11 月 22 日（火）　びわ湖ミシガンクルーズと永源寺紅葉見学
11 月 22 日（火）に視察研修会を実施、34 名が参加して滋賀県

方面へ行ってきました。
当日は快晴で絶好の研修日和となり、滋賀県の大津港から外輪

船の “ミシガン” に乗船してランチビュッフェをしながら紅葉のび
わ湖をクルージングしてきまし
た。また東近江市にある紅葉で
有名な永源寺では参拝後、参加
者は歴史的な建物や仏像の見学
と紅葉散策を楽しみました。参加者の方々は親睦を深めつつ舌と
目で秋の一日を満喫する和やかな一日となりました。

土岐支部

経営安定・財務強化セミナー
◆平成 28 年 9 月 26 日（月）

株式会社どんぶり勘定事務所代表取締役神田
知宣氏を招いて「神田式やりくり表を使えばも
う資金繰りに困らない !」「会社にお金を残す 3
つの勘どころ」をテーマに、リアルに先が見え、
対策を立てれる手法をわかりやすく説明してい
ただきました。

参加者 30 名が熱心にメモを取り有意義なセ
ミナーとなりました。

瑞浪支部
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可児支部
女性部会視察研修旅行　伊勢志摩・鳥羽
◆平成 28 年 9 月 9 日（金）・10 日（土）

天候もとてもいいタイミングで晴れ。（暑かったです。）
伊勢神宮内宮参拝と御神楽を神様に近い位置で行う特別なお詣り

御垣内正式参拝にいってきました。御神楽の演奏に鳥肌が立ち、御
垣内の空気はとても澄んでいて荘厳な雰囲気で心が洗われました。

次の日は神明神社で「石神さん」と呼ばれている女神さまの社が
あり、「女性の願いなら必ずひとつは叶えてくれる」と言伝えられて
いるので、お参りをしてきました。

お昼は、相差の「海女小屋」でかまどを囲み現役海女さんのお話を聞きながら、手焼きによって新
鮮な魚介類をいただきました。また、帰りには志摩観光ホテルに寄り、伊勢志摩サミットが行われた
椅子に座りお話ししたり写真を撮ったりしてきました。

宿泊は、今年 3 月にオープンしたばかりのエクシブ鳥羽別邸で、
純日本風の外観の魅力や食事の器と盛付の凄さに圧倒されました。

1 泊 2 日の旅行で、普段行く機会がない場所に行ったりして、あっ
という間に時間が過ぎて日常の事を忘れてしまう位楽しく癒された
日々を過ごせました。

今回の旅行で皆さんと親睦が深められ、貴重な時間を過ごさせて
いただき感謝しています。

㈱本州緑化建設　中島みどり

視察研修旅行

女性部会奉仕活動

◆平成 28 年 11 月 8 日（火）
参加者 34 名で平成 28 年大河ドラマ「真田丸」の舞台となった上

田城跡公園を目的地として出発。道中松井事業委員長から大河ドラ
マ真田丸に関するクイズで盛り上がり、正解者上位名には松茸の姿

焼きが昼食に付くという趣向。
昼食は松茸の里で松茸のコース料理

を堪能。上田城跡公園ではガイドによ
る説明付きで、「真田丸ドラマ館」も見学。参加者は満足されてました。

最後に中島組織委員長から「法人会に加入されるとこんなに楽しい旅
行も行けますので、是非 PR してください」との言葉で締めました。

◆平成 28 年 12 月 6 日（火）
陶町の岐阜県立サニーヒルズみずなみ

で清掃活動を実施しました。参加者 14
名により窓拭きと庭の落ち葉清掃を行
い、利用者や施設の方に感謝の意をいた
だきました。

瑞浪支部

海女うみ

海女小屋
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可児支部
第 35 回 久々利クリーンキャンペーン（兼山地区）
◆平成 28 年 9 月 25 日（日）

毎年、春・秋に行われている社会貢献活動のクリーンキャンペー
ンは、C ブロックが担当し、9 月 25 日（日）に可児市郷土歴史
館（久々利公民館）を拠点として、久々利川流域から小渕ダム公
園までの往復およそ 3.5 ㎞間の清掃活動を行いました。

前日までは雨でしたが、参加者の願いも通じ、当日は好天に恵
まれる陽気で、各事業所を始め、各団体より大勢の参加申し込み
を頂き、総勢「220 名」余りで、2 時間程の清掃活動でしたが、
事故もなく無事終了できた事を安堵しております。

セレモニーは、橋本支部長の挨拶から始まり、加来副支部長の
「ネイチャーフレンド宣言 !」読み上げ、参加者全員の唱和にて清
掃活動は行われました。

クリーンキャンペーンは、法人会の活動をご理解頂く機会で参
加者にとって、大変有意義な活動と思います。特に地元の皆様か
らの注目も頂き、約 3.5 ㎞を歩くことで、参加者にとっては、普
段の運動不足解消に繋がり、お子様にとっては、清掃活動を通じ

「親子の親睦」、「自然の大切さ」などを図る機会になると思います。
この地区の清掃場所は、久しぶりに行われましたが、比較的ご

みも少なく、地域の皆様の努力にて久々利川流域及び小渕ダム公
園は、維持管理がなされていると再認識致しました。

この清掃活動は、参加者及び各団体の皆様方のご協力で無事に
終了できた事だと思います。

関係者の皆様のご協力に対し心より感謝申し上げるとともに、
今後も引き続き活動に取り組んでいきたいと考えます。

㈱甲山製作所　西川　武

春里苑で清掃ボランティア
◆平成 28 年 10 月 14 日（金）

今回で二回目となる春里苑清掃ボラン
ティアを行い、11 名が参加しました。

また女性部員から集めた未使用のタオ
ルを春里苑長に贈呈しました。

開会式

清掃活動

分別

春里苑長と記念撮影清掃風景
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青年部会
県立土岐商業高等学校　模擬面接

第 30 回全国青年の集い北海道大会と尾道法人会青年部会との交流会

第 39 回岐阜県下法人会青年部会連絡協議会

◆平成 28 年 9 月 1 日（木）～ 6 日（火）
9 月 1 日～ 6 日の 4 日間、土岐商業高等学校で模擬面接を

行いました。就職試験を間近に控えた生徒にとって、部会員
の厳しく、温かい指導は、本番さながらの緊張感の中で行わ
れるので、進路指導の先生からは、生徒の就職試験に対する
意識を高める非常に心強い機会となっていると、お礼の言葉
を頂きました。

◆平成 28 年 9 月 8 日（木）～ 9 日（金）
大会スローガン：Be Ambitious!  Do Action!
記念講演：夢は努力でかなえる
講　　師：スキージャンプ　葛西紀明氏
法人会全国青年の集い北海道大会に参加して

去る 9 月 8 日～ 9 日に開催をされました全国青年の集い
に、多治見法人会青年部会、加来直前部会長、松本部会長
ら 15 名で参加をしてまいりました。式典を前に開催された
租税教育活動プレゼンテーションでは、全国から選りすぐりの仲間達が、情熱に溢れ創意工夫に満ち
たそれぞれの活動を、魅力たっぷりにプレゼンし参加した部会員に多くの気づきと刺激を与えてくれ
ました。また式典では次年度開催地、高知県連への大会旗伝達が行われました。来年は高知の地で、
岐阜県連としてその旗を受け取り、本格的な準備がはじまります。参加者の皆様に来てよかったといっ
ていただける大会にするために、岐阜県連一丸となって推し進めていく決意を、新たにすることがで
きた式典でした。式典終了後には、毎年恒例となった尾道法人会さんとの交流会を開催し、それぞれ
が抱える今後の課題などを語りあうとともに、岐阜大会成功へのご協力をお願いし、懇親を深めるこ
とができました。
 ㈱小田井商店　加藤　誠

◆平成 28 年 10 月 14 日（金）　主管：中津川法人会
テーマ：『青年部会活動のさらなる充実と部会員増強』
サブテーマ：①「小学校での租税教室について」

　　　　　②「別の手法の租税教育活動の効果と実施方法などについてのレクチャー」
　　　　　③「部会員拡大について」
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女性部会
第 35 回　岐阜県下法人会女性部会連絡協議会参加

視察研修会　川島織物セルコンと世界文化遺産 二条城見学

◆ 10 月 5 日（水）　ホテルアソシア高山リゾート
飛騨法人会の主管で開催され、当会は 15 名が参加しました。今年の協議会はグループディスカッショ

ン形式で、テーマ「どうなる消費税」についてグループごとに協議しました。「主婦としては引き上げて
ほしくないが、社会保障費などを考えると必要」などの意見や、当会の参加者から「人口が多く購買力の
強い都会に、高い消費税を課してはどうか」というアイデアあふれる提案も飛び出ました。

協議会のあと、ヤクルト東海の管理栄養士　江川　美晴さんによる講演もあり、有意義なひと時をすご
すことができました。

◆ 11 月 9 日（水）
初秋の京都へ、総勢 34 名で行ってきました。着物ファ

ンの憧れである“川島の帯”で有名な川島織物セルコンは、
帯のほかに、どん帳や祭礼幕、カーテンなどを取り扱っ
ている創業 1843 年の老舗です。体育館のような工場の 3
階からは、出来上がったばかりのどん帳を見おろすこと
が出来ました。となりで制作中のどん帳には、伝統工芸
士の方が 6 名並んで作業をされており、またガラス越し
の部屋には機織り機が並び、女性が帯を織ってみえまし
た。織物文化館には古今東西の珍しい染織物や室内装飾
のショールームが再現してあり、特別展として伊藤若冲生誕 300 年を記念したコーナーもあり、皆さん興
味深そうに見入っていました。

二条城では唐門や国宝二の丸御殿を修学旅行生や多くの外国人観光客に交じって見学し、秋の京都の一
日を楽しみました。

講演会開催
◆平成 28 年 11 月 21 日（月）　「法人の資金繰り改革」
講師：河合幹雄氏　㈱エフアンドエム

セラトピア土岐にて㈱エフアンドエムの河合幹雄氏による講演
会を開催」しました。

年間約 300 社の企業経営者と面談し経営課題の解決にあたり、
また経営者セミナーでの講演を多数務めると同時に個別企業への
コンサルタント業務も意欲的にされている河合氏の講演は、エネ
ルギッシュで、人を引き付け、飽きさせることなく予定時間が過
ぎていることも忘れるくらいで、とても好評でした。参加者は 28 名でした。
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