
青年部会

土岐紅陵高等学校　模擬面接

異業種交流会

土岐商業高等学校　模擬面接

◆令和元年 8月 28 日（水）～ 30 日（金）
8 月 28 日～ 30 日の 3 日間、土岐紅陵

高校から模擬面接指導の依頼を受けて、
各支部ごとに 3 名、述べ 12 名の部会員が、
1 人で 4 名の生徒を受持ち、本番に向け
た面接をおこないました。土岐紅陵高等
学校には、今年初めて指導に出向くこと
となりましたが、先生はもちろん生徒達
の意気込みが伝わり、指導に一層力が入
りました。今後も依頼があれば、土岐商
と併せて協力していきたいと思います。

◆令和元年 8月 28 日（水）
「いまさら聞けない大人のマナー～フランス料理編～」と題して、可児市のリリアーヌでオーナーシェフ

の大脇有人氏のマナー講座を聞きながら、フランス料理を堪能し、異業種交流会を開きました。マナー講座
と言っても堅苦しさはなく、人前で恥をかかない程度の基本的なマナーを学び身に付けようと 42 名の部会
員が参加しました。

◆令和元年 9月 3日（火）～ 6日（金）
今年で 22 年目になる土岐商の模擬面接を 9 月 3 日～ 6 日の 4 日間行いました。各支部ごとに 6 名の部会

員達が、1 人で 4 名の生徒を受持ち、本番さながらに面接をおこない、その後ひとりひとりにアドバイスを
します。面接を通じて気づかされることも多く、自己啓発の場にもなり青年部会が積極的に取り組んでいる
事業の一つです。
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女性部会
視察研修会
◆令和元年 9月 19 日（木）　デンソー高棚製作所

昨年一般見学を開始したばかりの「デンソー高棚製作所」を見学してきました。
まず自動車部品の歴史を学び、その後工場を見学しながら最新の安全技術を搭載したメーターを体験しま

した。工場内には AGV（自動運転運搬車）が行き来しており、ロボット化がすすんでいました。

部会だより
第42回　岐阜県下法人会青年部会連絡協議会

講演会開催

第33回　全国青年の集い大分大会

◆令和元年 10月 18 日（金）　主管 : 中濃法人会
メインテーマ：『地域に拡がる活動の根、いきいきと輝く新芽がいま芽吹く !』
分科会テーマ：①「財政健全化のための健康経営の推進」　②「新部会員の育成」　③「租税教育活動の充実」

◆令和元年 10月 25 日（金）� （参加者：31 名）
「現代の睡眠事情と重要性」
講師：釜戸ふとん取締役　河合　陽子 氏

セラトピア土岐　3F 会議室で開催され 31 名が参加しまし
た。近年睡眠に対して関心度が高く、経営者はもちろん、従業
員の健康についても配慮している企業ほど成長しているとい
い、昨年から法人会でも健康経営を推進しているなかで、とて
も関心のある内容になっていました。

質疑応答では、早期覚醒に悩む部会員の質問に丁寧に答えて
下さいました。

◆令和元年 11月 7日（木）・8日（金）
大会スローガン：湧き上がれ ! 未来を動かす熱きパ
ワー
記念講演：「ポジディブ志向～健康な心と体で未来
を動かす～」
講　　師：アン　ミカ 氏

岐阜大会のお礼と、租税教育活動プレゼンの勉強
のため、部会員 19 名が参加しました。

租税プレゼン委員会が立ち上がり、今回の大分大
会租税教育活動プレゼン 11 単位会の発表を見て、
熱い意気込みをもって租税教育活動へ取り組む姿勢に感銘し、今までと意識が変わったことを感じました。
これから、来年に試行、再来年に改良をして、3 年目で発表と計画的に進めていこうと思っています。
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第38回　岐阜県下法人会女性部会連絡協議会
◆ 10月 10 日（木）　都ホテル岐阜長良川

中津川法人会の主管で開催され、当会は
12 名が参加しました。協議会テーマは「社
会貢献活動について」。フリートーキング
形式で各単位会の活動や問題点などを協議
しました。記念講演は脚本家の大石静氏よ
り「脚本家の仕事」と題して、セリフに込
めた脚本家の熱い想いを伺いました。

多治見支部
陶の里フェスティバル in市之倉に参画

◆令和元年 10月 12 日（土）・13 日（日）
台風 19 号の接近に伴い 12 日（土）は中止が決まり、13 日（日）

のみの開催となり、台風明けの強風でテントがあおられそうになり
ながらも、税金クイズを
行いました。参加者には
シクラメンの花のプレゼ
ントまたはサイコロゲー
ムをしていただき、出た
目の数で羊クリーナーや

ランチ BOX、マグカップ、トートバッグなどの景品をお渡しました。
来場者がスムーズに流れ、用意した 385 個の景品は昼までになく
なってしまいました。

三河湾リゾートリンク
スで昼食をとり、一色さ
かな広場でお土産を買っ
て帰路につきました。

女性部会　視察研修「京都御所と天ぷら八坂圓堂」
◆令和元年 11月 6日（水）

秋晴れの中、総勢 23 名で京都を訪れました。
まず祗園「八坂圓堂」で、季節の天ぷら 13 品をはじめ、シメ

にはかきあげ天丼と、天ぷらづくしをいただきました。
通年一般公開となった京都御所では 10 月 22 日に行われた令

和天皇の「即位礼正殿の儀」に使用されたため、いつもは紫宸
殿に置かれている「高御座」・「御帳台」が見られず残念でした。
京都の台所といわれる「錦市場」で夕ご飯のおかずを買って帰
路につきました。
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土岐支部
女性部会　ワークショップを実施

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

◆令和元年 10月 2日（水）
カネタ田中製陶所の田中久美子さんを招いて陶器のアクセサリー

を作るワークショップを実施し、女性部 13 人が参加しました。当日
は、作り方のレクチャーを受けた後、悪戦苦闘しながらも、世界に
一つだけのアクセサリーを作りました。完成後は参加者同士で作品
を見せ合ったり、写真を撮り合ったりして交流を深めました。

◆令和元年 11月 8日（金）　曽木公園
女性部会の国分はるみ支部長ほか 8 名は 11 月 8 日（金）に社会貢

献事業として、曽木公園ライトアップ（11/8~11/17）会場の清掃活
動を実施しました。今年は、紅葉が1週間ほど遅いという状況でした。

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いました。
毎回参加されているメンバーは池の落ち葉をすくい上げる作業にも
手慣れていました。清掃後の水面は色づき始めたモミジが綺麗に映
しだされ、来場者の方々に喜んでいただけたようです。水面に映る美しく幻想的な『逆さ紅葉』はとても綺
麗でした。

終了後には水野健一ライトアップ実行委員長をはじめ、多くの方々からお礼の言葉もいただき秋の日の貢
献活動は紅葉を愛でながら無事終了しました。

◆令和元年 11月 12 日（火）
　セントレアの滑走路ツアーと日間賀島のたこ・あわび懐石

多治見法人会土岐支部では、11 月 12 日（火）に視察研修会を実施、
28 名が参加しました。普段立ち入る事のできない飛行機の滑走路付近
から飛行機の離着陸を見る事ができ大変迫力がありました。また、日
間賀島では、タコやアワビ、お刺身などの懐石料理を堪能しました。

参加者の皆さんからは「間近で
飛行機が見られてとても感動した」「たこやアワビをお腹いっぱい頂き
満足しました」との感想をいただき、大いに喜んで頂けたようでした。

当日は天候にも恵まれ、第 2 ターミナルがオープンし活気付く「セ
ントレア」や多くの観光客でにぎわう「日間賀島」で心とお腹がいっ
ぱいになり、かつ参加者同士の親睦を深められ楽しい一日を過ごしま
した。

女性部会　介護老人福祉施設 “ジョイフル多治見” 慰問交流会
◆令和元年 12月 6日（金）

ジョイフル多治見において慰問交流会を行いました。平成 15 年
から毎年行っている事業で、今年で 17 回目になります。当日は総
勢 12 名が、フラダンスや炭坑節、歌謡曲などを披露しました。南
京玉すだれなど演芸？の時間もあり、約 50 名の方々と楽しいひと
時をすごしました。
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視察研修旅行

女性部会　奉仕活動

◆令和元年 11月 14 日（木）
今年度支部研修旅行を 28 名で実施しました。今年も恒例になったバスの中での松井事業委員長のクイズ

で盛り上がりました。
モネの池では、池の透明度と鯉の美しさを、皆さんきれいな写真を撮ろうと工夫していました。つづいて

は大滝鍾乳洞で壮大な年月を感じる鍾乳洞を見てから、併設されている白川郷より移築した合掌造りのお食
事処で古代焼きを食べました。

明宝ハムの工場見学では、従業員が手作業で切り分けている姿は素晴らしかったです。郡上八幡博覧館に
入館し、郡上踊りを体験しました。その後、皆さん自由に郡上八幡城の城下町を散策しました。参加者の皆
さんはとても満足されていました。

◆令和元年 12月 5日（木）
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致しまし
た。参加者 7 名で実施、玄関正面
の庭、中庭にて落ち葉清掃などを
行い、利用者や施設の方々に感謝
の意を頂きました。

瑞浪支部

可児支部
アンガーマネジメントセミナーの報告
◆令和元年 11月 5日（火）

11 月 5 日に可児商工会議所主催、日本電信電話ユーザ協会可児地
区協会共催のアンガーマネジメントセミナーが開催され、法人会可
児支部女性部会が参加しました。

オフィス遠藤の遠藤明日香氏を講師に招き、怒りと上手に付き合
うためのアンガーマネジメントについてご講義いただきました。

自己分析を行い、怒りの許容範囲を決めることで、怒っていいも
のと怒らなくてもいいものが見えてくるということや全ての人が自
分の感情に責任が持てれば怒りの連鎖を断ち切ることができると解説されました。普段は怒りについて考え
る機会が少ないことから受講者は熱心に聴講し、非常に良い機会になったとの感想がありました。
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