
【平成 20 年度事業活動】  

H20.5.2 定時総会 

6.11 第４０回九州商工会議所所女性会連合会総会（大分大会） 

7.17 研修会「明日も元気に！」伊万里商工会議所経営革新支援室室長 平松保男氏 

8.2 伊万里の夏どっちゃん祭りスパゲティ販売・総踊り参加  

9.23 第１３回伊万里リサイクルフェア参加 

10.3     視察研修会 長崎歴史文化博物館・遠藤周作文学館 

10.22 第８９回九州商工会議所女性会連合会役員会（本渡） 

11.28 第４０回全国商工会議所女性会連合会沖縄全国大会 

12.5 研修会「料理講習会鯨を使った料理」（名）吉原商店 吉原千恵子氏 

12.9 ㈱はなのわ浦川嘉子氏全商女性連女性起業家大賞功労者獲得祝賀会・ 

会員親睦忘年会 

H21.1.23 青年部・女性会合同新年会 

2.5 研修会「一人ひとりが輝いて生きてゆくために」 

日本トリム体操協会会長 岩永愛子氏 

3.24 第９０回九州商工会議所女性会連合会役員会(福岡） 

3.26 第１２回佐賀県内商工会議所女性会合同研修会（小城） 

3.31 伊万里女性会だより第１９号発行 

【平成 21 年度事業活動】 

Ｈ21.4.14 古伊万里の新酒を楽しむ会 

4.24   定時総会 

6.11 第４１回九州商工会議所女性会連合会総会（佐賀大会） 

7.16 研修会「いざという時の備えに知っておこう！介護保険と応急手当」 

㈱はなのわ代表取締役 浦川嘉子氏 

8.2 伊万里の夏どっちゃん祭りスパゲティ販売・総踊り参加 

9.4   第４１回全国商工会議所女性会連合会長野全国大会 

9.23    第１４回伊万里リサイクルフェア参加 

10.19 研修会「熊本視察」・風の丘大野勝彦美術館・葉祥明阿蘇高原絵本美術館 

11.19 第１３回佐賀県内商工会議所女性会合同研修会（鹿島） 

12.3 研修会「市内企業視察」・伊万里東洋㈱・㈱かねは食品 

12.17 会員親睦忘年会 

H22.1.26 青年部・女性会合同新年会 

3.5 研修会「地域づくり、人づくり」㈲畑萬陶苑代表取締役社長 畑石眞二氏  

3.26 第９２回九州商工会議所女性会連合会役員会（福岡） 

3.31 伊万里商工会議所女性会だより第２０号発行 



【平 22 年度事業活動】 

H22.4.26 定時総会 

6.10 第４２回九州商工会議所女性会連合会総会（長崎大会） 

7.22 研修会「和菓子作り」 宗 泉氏 

8.1   伊万里の夏どっちゃん祭りスパゲティ販売・総踊り参加  

9.3 第９３回九州商工会議所女性会連合会役員会（沖縄） 

9.23 第１５回伊万里リサイクルフェア参加 

10.4 研修会「視察・講演会」・筑後の土蔵・大野城まどかぴあ館長 林田スマ氏 

「まちづくりについて」 

11.19 第１４回佐賀県内商工会議所女性会合同研修会（鳥栖） 

11.24 研修会「パソコン研修 年賀状作成」伊万里情報センター ㈱ 山口浩喜氏 

11.28 会員親睦忘年会 

H23.1.21 青年部・女性会合同新年会 

2.17 研修会「フラダンス」㈱伊万里電装 井手千代氏 

3.17 第９４回九州商工会議所女性会連合会役員会（福岡） 

3.30 東北地方太平洋沖地震義援金として東北六県女性会連合会へ 

3.31 伊万里女性会だより第２１号発行 

【平成 23 年度事業活動】 

H23.4.26 定時総会 

4.27 東日本大震災義援金として共同募金会日本赤十字社を通じ被災地へ 

6.9 第４３回九州商工会議所女性会連合会総会（熊本大会） 

7.12 研修会「森永太一郎から学ぶもの～その現代的意義～」 

森永太一郎翁顕彰会会長 前田英宣氏 

8.7 伊万里の夏どっちゃん祭りスパゲティ販売・総踊り参加 

9.9 第９５回九州商工会議所女性会連合会役員会（指宿） 

9.23 第１６回伊万里リサイクルフェア参加 

10.7 第４３回全国商工会議所女性会連合会浜松全国大会 

10.18 研修会「熊本視察」・つなぎ美術館 

11.11 講和・伊万里市バイオデｲーゼル燃料プロジェクト～天ぷら油回収～ 

㈲東重機建設 東 真生氏・中井大樹氏 

11.25 第１５回佐賀県内商工会議所女性会合同研修会（武雄） 

11.29   会員親睦忘年会・夏秋セイ子氏米寿お祝い 

12.9 研修会「これからの人生カキクケコ」伊万里税務署署長 佐藤一成氏 

12.20 講和・玄海原発知っとこ！遠くて近い玄海原発～福島原発事故を希望につな

ぐために～  NPO 法人たんぽぽとりで代表 山中陽子氏 



H24.1.16 青年部・女性会合同新年会 

2.1 支援事業・プルタブ、パットボトルキャップ、ベルマークを伊万里市社会福

祉協議会へ 

2.7   研修会「すっきり小顔をめざす顔深筋マッサージ＆ポイントメークのコツ」

おしゃれの店きしかわ 岸川雅子氏・日浦祐子氏 

3.14 支援事業・プルタブ、パットボトルキャップ、ベルマークを伊万里市社会福

祉協議会へ 

3.14   古伊万里の新酒を楽しむ会 

3.16 第９６回九州商工会議所女性会連合会役員会（福岡） 

3.31 伊万里女性会だより第２２号発行 

【平成 24 年度事業活動】 

H24.4.25 定時総会 

6.14   第４４回九州商工会議所女性会連合会総会（那覇大会） 

7.11 研修会「家庭でできる省エネ」 

九州電力武雄営業所ホームアドバイザー 平野小百合氏  

8.5   伊万里の夏どっちゃん祭りスパゲティ販売・フリマ参加  

9.5 第９７回九州商工会議所女性会連合会役員会（大分） 

9.22 第１７回伊万里リサイクルフェア参加 

10.5 第４４回全国商工会議所女性会連合会北九州全国大会 

10.11 研修会視察・鳥栖三養基西部リサイクルプラザ、溶融資源化センター・味の

素工場 

10.24 鳥栖商工会議所女性会創立２０周年記念式典出席 

11.22 第１６佐賀県内商工会議所女性会合同研修会（有田） 

12.3 研修会「意識が変り人生が変る 幸せを呼ぶ整理収納術」 

キラキラ幸せ不動産フラットヒル代表 田中美智子氏 

12.9 伊万里商工会議所女性会創立２５周年記念事業会員親睦忘年会及び 

井手千代氏全国商工会議所女性会連合会表彰祝賀会 

H25.1.16   青年部・女性会合同新年会 

2.5 研修会「医学の常識うらおもて」（医）水上医院院長 水上忠弘氏 

2.22 役員視察研修・九州国際重粒子線がん治療センター「SAGA HIMAT」 

3.14 古伊万里の新酒を楽しむ会 

3.19 第９８回九州商工会議所女性会連合会役員会（福岡） 

3.25 支援事業 伊万里市内小学校新一年生へ鉛筆削り器寄贈（２３個） 

3.31 伊万里商工会議所女性会だより第２３号発行 

毎月 支援事業 ペットボトルキャップ・プルタブ・ベルマークを伊万里市社会福



祉協議会へ 

【平成 25 年度事業活動】 

H25.4.26 定時総会 

6.13 第４５回九州商工会議所女性会連合会総会（宮崎大会） 

7.18 研修会「フラワー寄せ植え」㈲山口花店店長 土田弘伸氏 

8.4 伊万里の夏どっちゃん祭り スパゲティ販売・総踊り参加 

9.6 第４５回全国商工会議所女性会連合会宮城全国大会 

9.23  第１８回伊万里リサイクルフェア参加 

10.8 研修会「視察」・博多座観劇・博多駅ビル周辺 

10.9 第９９回九州商工会議所女性会連合会役員会（久留米） 

11.12 有田商工会議所女性会創立１０周年記念式典出席 

11.20 第１７回佐賀県内商工会議所女性会合同研修会（唐津） 

12.12 研修会「脱メタボいつまでも女性らしく美しく」 

㈱山下薬局薬剤師 山下裕一郎氏  

12.17   前田文子氏全商女性連表彰祝賀会及び会員親睦忘年会 

H26.1.22 青年部・女性会合同新年会 

2.7   研修会「タブレット」ドコモアイ九州㈱ 

3.24 支援事業 伊万里市内小学校新一年生へ鉛筆削り器寄贈（２４個） 

3.26 第１００回九州商工会議所女性会連合会役員会（北九州） 

3.31   伊万里商工会議所女性会だより第２４号発行 

毎月 支援事業 ペットボトルキャップ・プルタブ・ベルマークを伊万里市社会福

祉協議会へ 

  【平成 26 年度事業活動】 

H26.4.25 定時総会 

6.5 第４６回九州商工会議所女性会連合会総会（福岡大会） 

7.23 研修会「トリム体操」NPO 法人日本トリム体操協会 岩永愛子氏 

8.3 伊万里の夏どっちゃん祭り スパゲティ販売 

9.10 第１０１回九州商工会議所女性会連合会役員会（伊万里） 

9.23  第１９回伊万里リサイクルフェア参加 

10.2 第４６回全国商工会議所女性会連合会神戸総会 

10.22 第１８回佐賀県内商工会議所女性会合同研修会（小城） 

11.12   浦川嘉子氏全商女性連女性起業家大賞特別賞受賞祝賀会及び 

九商女性連役員会伊万里慰労会及び会員親睦忘年会 

11.26 研修会「視察」・九州国立博物館、光明禅寺 

H27.1.21 青年部・女性会合同新年会 



2.17   研修会「命を生かす」浄誓寺 住職 古川文雄氏 

3.18 第１０２回九州商工会議所女性会連合会役員会（福岡） 

3.23 支援事業 伊万里市内小学校新一年生へ鉛筆削り器寄贈（２４個） 

3.31   伊万里商工会議所女性会だより第２５号発行 

毎月 支援事業 ペットボトルキャップ・プルタブ・ベルマークを伊万里市社会福

祉協議会へ 

  【平成 2７年度事業活動】 

H27.5.12 定時総会 

6.4 第４７回九州商工会議所女性会連合会総会（鹿児島大会） 

7.28 絵手紙ミニ講座 

8.2 伊万里の夏どっちゃん祭りスパゲティ販売・総踊り参加 

9.9 第１９回佐賀県内商工会議所女性会合同研修会（伊万里） 

講師トップコーディネイツ 主宰 田中ゆかり氏 

演題「楽しい器の使い方 

～毎日の暮らしを大切に。食卓から愛を伝えて～」 

ｴｷｽｶｰｼｮﾝ：ぶどう狩り・梨狩り・大川内山散策 

9.23 第２０回伊万里リサイクルフェア参加 

10.2 第１０３回九州商工会議所女性会連合会役員会（諫早） 

10.15 どっちゃん祭り反省会及び県内商工会議所女性会合同研修会慰労会 

10.23 第４７回全国商工会議所女性会連合会石川全国大会 

11.16 研修会「視察」・南蔵院、久原本家茅乃舎他 

12.7   会員親睦忘年会 

H28.1.19 青年部・女性会合同新年会 

2.17   研修会「まちづくり出前講座」伊万里市役所 力武浩和氏・井上浩一氏 

テーマ：ふるさと納税について 

3.11 古伊万里の新酒を楽しむ会 

3.16 第１０４回九州商工会議所女性会連合会役員会（福岡） 

3.22 支援事業 伊万里市内小学校新一年生へ鉛筆削り器寄贈（１６校・２６個） 

3.31   伊万里商工会議所女性会だより第２６号発行 

毎月 支援事業 ペットボトルキャップ・プルタブ・ベルマークを伊万里市社会福

祉協議会へ 

  【平成 2８年度事業活動】 

H28.4.27 定時総会 

5.31 熊本地震災害義援金３万 

6.7 第４８回九州商工会議所女性会連合会総会（大分大会） 



H28.7.27 まさ子さんの万のう酢を使った料理 

永楽屋 代表 一番ヶ瀬正子氏 

8.7 伊万里の夏どっちゃん祭りスパゲティ販売・総踊り参加 

9.22 第２１回伊万里リサイクルフェア参加 

9.28 第４８全国商工会議所女性会連合会徳島総会 

10.19 第２０回佐賀県内商工会議所女性会合同研修会（鹿島） 

11.11 研修会 博多座 花形歌舞伎「石川五右衛門」 

12.8 研修会 フラワーアレンジメント「私のホワイトクリスマス」 

ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ英国風教授・文科省認定生涯学習 1 級ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 石本洋子氏 

12.14   石井信子氏全商女性連表彰祝賀会及び会員親睦忘年会 

H29.1.8 招福伊万里えびす祭りおでん販売協力 

1.23 青年部・女性会合同新年会（女性会担当） 

2.16   研修会「講演会」早田㈱ 早田文昭氏  

テーマ：企業づくりとまちづくり 

ｻﾌﾞﾃｰﾏ①企業の５Ｓ活動（整理・整頓・清掃・清潔・躾）の本質とは？ 

   ②伊万里コンシェルジェ検定の目指すものとは？ 

3.17 第１０５回九州商工会議所女性会連合会役員会（熊本） 

3.22 支援事業 伊万里市内小学校新一年生へ鉛筆削り器寄贈（１５校・２２個） 

3.31   伊万里商工会議所女性会だより第２７号発行 

毎月 支援事業 ペットボトルキャップ・プルタブ・ベルマークを伊万里市社会福

祉協議会へ 

【平成２９年度事業活動】 

H29.4.25 定時総会 

6.8 第４９回九州商工会議所女性会連合会総会（唐津大会） 

7.16 研修会「ハウステンボス視察」 

8.6 第２８回伊万里の夏どっちゃん祭りスパゲティ販売・総踊り参加 

9.23 第２２回伊万里リサイクルフェア参加 

10.7 第４９回全国商工会議所女性会連合会北海道全国大会 

10.17 研修会「個人の印象と会社の印象と接客マナー」 

㈲イー・二－ズ 坂本美保氏 

11.10 当所女性会創立３０周年記念式典並びに祝賀会 

会員事例発表（２名） 

テーマ「きっかけとチャンス」で起業 

発表者 ㈱はなのわ 代表取締役 浦川嘉子氏 

テーマ「海外輸出チャレンジ」 



発表者 茶幸庵 山口製茶園㈱ 中島幸代氏 

11.17 第２１回佐賀県内商工会議所女性会合同研修会（鳥栖） 

11.25 伊万里商工会議所創立７０周年記念デー 

「伊万里にぎわいフェスタ」物産販売 

12.6 研修会「美・姿勢ストレッチ」 

星ツムギ 代表 山口友香子氏 

12.11 小松尚子氏全商女性連表彰祝賀会及び 

女性会創立３０周年記念式典慰労会と 

会員親睦忘年会 

H30.1.7 招福伊万里えびす祭りおでん販売協力 

1.22 青年部・女性会合同新年会 

2.6 研修会「伊万里の歴史を学ぶ」・「楽焼き（絵付け）体験」 

3.20 支援事業 伊万里市内小学校新一年生へ鉛筆削り器寄贈（１５校・２３個） 

3.27 第１０６回九州商工会議所女性会連合会役員会（人吉） 

3.30 創立３０周年記念誌発行 

3.30 伊万里商工会議所女性会だより第２８号発行 

毎月 支援事業 ペットボトルキャップ・プルタブ・ベルマークを伊万里市社会福

祉協議会へ 

 

 

 


