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創立２０周年を迎えて 

 きょうとＭＯＣＯは京都府中小企業団体中央会からの呼びかけで

生まれました。 

「女性の視点や感性が必要とされている。府内の女性たちが地域や業

種を超えてともに研鑽と交流を重ねながら、女性のパワーとネットワ

ーク力で京都府の経済活性化を図りませんか。」という熱心なお誘い

でした。 

京都府中央会女性部の立ち上げに携わった準備委員会のメンバーは、旧京都府中小企業会館

の会議室で何度も会議を開きました。組織作りから事業展開、会員の輪を広げるための呼びか

けなど、意見を出し合いながら明るい未来が見える思いがしました。 

平成１２年（２０００年）３月２６日、中小企業団体女性部連絡協議会として創立。以来、

研修と交流を中心に活動を続け、お陰様で本年２０周年を迎えることができました。 

座学の研修や視察研修では、仕事の現場や日常生活に役立つ事を学び、他市の先進的な取り

組みに刺激をいただきました。研修後の懇親交流会では情報交換やよもやま話がとても楽し

く、やはり女性のリフレッシュにはお食事とおしゃべりが一番と納得したものです。 

毎年開催しているＭＯＣＯフォーラムやＭＯＣＯカフェ。そして隔年開催の社会見学。大阪

府、滋賀県、福井県、京都府が毎年持ち回りで開催する近畿ブロック交流会は、各府県の文化

財や自然の体験で見聞を広め情報交換で府県を越えての人脈も広がりました。 

平成１９年には中央会女性部の全国組織となる全国レディース中央会も生まれ、全国的な視

点で社会の動きを知り、九州や東北など各地での先進的な取り組みにも大きな力をいただいて

います。 

この２０年間で特に思い出に残ることは、５周年となる平成１７年に会の名称を「京都府中

小企業女性中央会」としたことと、５周年記念事業として女性部の全国講習会を京都市で開い

たことです。また、京都青年中央会主催の「ＣＡＰフェスタ」への参加は若い人たちの発信力

と行動力を間近で学んだ貴重な体験でした。 

きょうとＭＯＣＯは京都府中小企業団体中央会の会長はじめ役員の深いご理解のもと、多く

の皆様に教えられ、支えられ、業種を超えたかけがえのないネットワークを築いてきました。

とりわけ事務局の方々が常に私たちに寄り添って見守ってくださったことは言葉にできない

ほどの感謝の思いでいっぱいです。 

今、新型コロナウイルス感染症の影響で仕事のスタイルにも大きな変化が起きています。こ

れからはデジタル化への対応など、女性の柔軟で自由な発想と行動力で、広域連携の強みを生

かし、京都府の経済活性化と豊かな未来をつくるために手を携えて取り組んでいきたいと決意

も新たにしております。 

どうぞ皆様の一層のご指導、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。 

 

 
         

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ＭＯＣＯとは、｢ｍｏｔｈｅｒ＝母のような・やさしい」のＭＯと 

｢ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ=結合｣のＣＯからつけられました。 

「きょうとＭＯＣＯ」は京都府中小企業女性中央会の愛称です。 

 

会長 伊庭 節子 

http://www.chuokai-kyoto.or.jp/kyotoMOCO


Ｈ12.2.24 中小企業団体女性部連絡協議会 設立発起人会

Ｈ12.3.26 中小企業団体女性部連絡協議会 創立総会

H13.3.21 女性のつどい
　「占い人生よもやま話」
　京都府易道協同組合 名誉理事　泰紅華 氏

Ｈ13.11.22 秋の視察・研修会
　・㈱本田味噌本店工場見学（綾部市）
　・舞鶴蒲鉾協同組合事例発表（舞鶴市）
　・舞鶴さかなセンター協同組合視察（舞鶴市）

Ｈ14.3.19 女性のつどい
　「ワインのい・ろ・は」～ワインにまつわるあれこれ～
　ワインアドバイザー　小仲律子 氏

Ｈ14.10.18 秋の視察・研修会
　・黒壁スクェア視察（滋賀県長浜市）
　・夢京橋キャッスルロード視察（滋賀県彦根市）
　・彦根商店街連名おかみさん会、しが中小企業女性中央会との懇談

H14.11.7・8 レディース中央会全国フォーラム（島根県）

H15.2.21 女性のつどい
　「いつまでも素敵に輝くために！」～ビジネスシーンの第一印象で差をつける～
　資生堂販売㈱ 京都支社 シニアビューティーダイレクター　高橋美智子 氏

Ｈ15.6.26 通常総会研修会
　「女性グループによる創業体験談」
　鎌谷中もえぎグループ企業組合 理事長　細井百合子 氏

H15.10.17 秋の視察・研修会
　・私のしごと館　・渡文㈱ワタブンホーム・ファニシング研究所（関西文化学術研究都市）
　・大和ハウス工業総合技術研究所（奈良県奈良市）

H15.11.13 レディース中央会全国フォーラム（山梨県）
H16.2.6 女性のつどい

　「そのひと言が貴方を変える」
　㈱プランツコーポレーション 代表取締役　武部宏 氏

平成11年度

平成12年度

平成13年度

平成14年度

平成15年度

Ｈ12.3.26 創立総会
初代会長に前田良子氏が就任

（京都左官協同組合婦人部・部長）

Ｈ14.10.18 秋の視察・研修会
初の取組となる他府県の女性経営者等の方々と

の懇談を実施

Ｈ13.3.21 女性のつどい

Ｈ13.11.22 秋の視察・研修会
舞鶴蒲鉾協同組合事例発表

Ｈ14.3.19 女性のつどい



H16.6.24 通常総会研修会
　「花の美しさを保つ秘訣！」～買い方・いけ方・楽しみ方～
　㈲きのしたけいこフラワーエフェクト 代表取締役　木下恵子 氏

H16.10.5 秋の視察・研修会
　・三重県中小企業レディース中央会との懇談会
　・秦家住宅・宮井株式会社視察（京都市）

H16.11.18・19 組合関係女性経営者等全国講習会（東京都）

H17.2.22 女性のつどい
　「京菓子のあれこれ」～京の伝統文化とともに歩む京菓子司の一年～
　㈱塩芳軒 代表取締役　高家昌昭 氏

H17.6.8 通常総会研修会
　「健康は正しい姿勢から」～きれいなスタイルづくり～
　協同組合カイロプラクティック新京都 理事長　八田美紀子 氏
同日に開催した通常総会において、名称を京都府中小企業女性中央会に改称

H17.7.5・6 組合関係女性経営者等全国講習会（愛知県）

H17.10.20・21 組合関係女性経営者等全国講習会（京都府）

　　＜講演＞「京の底力」～老舗に学ぶ京都の経営～
　　　　　　服飾評論家 市田ひろみ 氏
　　＜パネルトール＞「今も昔もファッションは経営の要」
　　　　　　司　会　㈱マグネットインターナショナル 代表取締役　久保田桂子 氏
　　　　　　パネラー  服飾評論家　　 　　　　市田ひろみ 氏
　　　　　　　　　　  ELLE-Place大阪 会長　小篠綾子 氏
　　　　　　　　　　  西陣織工業組合 理事長　渡邉隆夫 氏
　　＜視察＞ 西陣織工業組合

H18.3.3 女性のつどい
　「人間と音楽」～音楽療法入門～
　昭和音楽大学 助教授 認定音楽療法士　土野研治 氏

H18.6.14 通常総会研修会
　「フランス菓子の基本について」
　㈱バイカル 代表取締役会長　川勝三郎 氏

H18.10.12 レディース中央会全国フォーラム（石川県）
H18.12.6 女性中央会近畿ブロック交流会（大阪府）
H19.2.16 女性のつどい

　「京のほんまもんのお漬物」
　㈱土井志ば漬本舗 代表取締役社長　土井健資 氏

平成16年度

平成17年度

平成18年度

Ｈ16.6.24 通常総会懇親会

Ｈ18.6.14 通常総会
前田良子氏が任期満了に伴い会長を退任

し、相談役に就任

第2代会長に伊庭節子氏が就任

（八島おかみさん会・会長）【右】

Ｈ16.11.18 組合関係女性経営者等全国講習会
次年度京都開催を懇親会においてＰＲ

Ｈ17.10.20 組合関係女性経営者等全国
本会の創立５周年記念事業として取り組んだ



H19.6.12 通常総会研修会
　「生きること、癒すこと、癒されること」～愛に生きるセラピストからのメッセージ～
　ミラハートセラピー事業協同組合 理事長　大黒富美子 氏

H19.11.13 レディース中央会全国フォーラム（宮城県）

H19.10.21 第７回京都青年中央会祭「ＣＡＰフェスタ」への参加
H19.12.6 女性中央会近畿ブロック交流会（滋賀県）
H20.2.15 女性のつどい

　「体を動かして健康づくり！ 元気づくり！」
　健康運動指導士　田原美紀 氏

H20.6.17 通常総会研修会
　「伝統産業を体験！念珠づくり」
　京都伝統産業青年会 副会長　福永荘三 氏

H20.9.17 女性中央会近畿ブロック交流会（京都府）

H20.10.24 レディース中央会全国フォーラム（岐阜県）

H21.2.17 女性のつどい
　「豆腐屋はカッコイイ～」
　㈲久在屋 代表取締役　東田和久 氏

H21.6.11 通常総会研修会
　グループディスカッション「きょうとＭＯＣＯとしての魅力ある事業提案」

H21.9.8 機関紙「ＭＯＣＯ通信」創刊号を発行

H21.9.11 女性中央会近畿ブロック交流会（大阪府）
H21.10.20 レディース中央会全国フォーラム（滋賀県）

H21.10.25 第８回京都青年中央会祭「ＣＡＰフェスタ」への参加
H22.2.9 女性のつどい

　「豊かなコミュニケーションを取るために」～さらに素敵な人生を歩んでいただきたいあなたへ～
　㈱ウィズネス 統括チームリーダー　井上羊美 氏

平成19年度

平成20年度

平成21年度

Ｈ20.9.17 近畿ブロック交流会
萬福寺を見学後、白雲庵にて交流会を開催

Ｈ19.11.13 レディース中央会全国フォーラム
同日に全国レディース中央会の創立総会が行われた

Ｈ19.10.21 京都青年中央会祭「ＣＡＰフェスタ」

Ｈ21.6.11 通常総会研修会
初の取り組みとなるグループディスカッション

Ｈ21.10.20 レディース中央会全国フォーラム
京都からの参加メンバー



Ｈ22.6.21 通常総会研修会
　「季節のお菓子をつくろう！上生菓子づくり体験」
　京都府生菓子協同組合青年部

創立１０周年記念式典・創立１0周年記念パーティー
H22.9.28 レディース中央会全国フォーラム（東京都）
H22.10.19 女性中央会近畿ブロック交流会（福井県）
H23.2.2 女性のつどい

　「反社会的勢力から女性を守る特効薬」
　京都府警察本部組織犯罪対策第一課 暴力団排除係
　財団法人京都府暴力追放センター　上原忠晴 氏

H23.6.15 通常総会・研修会
　「いもぼうの歴史と老舗の経営」
　いもぼう平野屋本店 北村グループ社長　北村憲司 氏

H23.10.20 レディース中央会全国フォーラム（大阪府）
H23.11.6 第９回京都青年中央会祭「ＣＡＰフェスタ」への参加
H23.11.22 女性中央会近畿ブロック交流会（滋賀県）
H24.3.4 京都の魅力を再発見！きょうとＭＯＣＯ社会見学

　・屋形船（嵐山渡月橋上流）
　・天龍寺、野々宮神社、二尊院

H24.3.7 女性のつどい
　「消費者はパートナー ～事業者と消費者の新しい関係を目指して～」
　京都府生活協同組合連合会 会長理事　小林智子 氏

Ｈ24.6.11 通常総会研修会
　研修会テーマ　「洗練された花街のおもてなしについて」

Ｈ24.8.8 ソーシャルビジネス研究会
　「ソーシャルビジネスの概要について」
　京都府ソーシャル・ビジネスセンター 参事　森木隆浩 氏

H24.10.11 女性中央会近畿ブロック交流会（京都府）
H24.11.14･15 レディース中央会全国フォーラム（福島県）
H24.11.28 ソーシャルビジネス先進事例視察

　・鎌谷中もえぎグループ企業組合（京都府船井郡京丹波町）
　・Ｃａfｅ月のとき（京都市）

H25.2.14 女性のつどい
　「好印象をあたえるビジネスメーク」～冬でもいきいき・脱疲れ顔～
　資生堂販売株式会社近畿支社 美容統括部美容部長　大倉恵 氏

H25.3.4 ソーシャルビジネスセミナー及び報告会
　「ちゃんと考えるための方法」
　株式会社日新電機 調達部長　竹中　正 氏

平成22年度

平成23年度

平成24年度

Ｈ22.6.21 創立10周年記念式典
本会の設立準備委員会よりご尽力いただいた

前田良子氏、竹口康美氏に感謝状を贈呈

Ｈ24.3.4 きょうとMOCO社会見学

Ｈ24.10.11 近畿ブロック交流会
月見館にて交流会の後、月桂冠大倉記念

館を見学

Ｈ22.6.21 通常総会研修会

Ｈ23.10.20 レディース中央会全国フォーラム
京都からの参加メンバー

Ｈ23.2.2 女性のつどい

Ｈ23.11.6 CAPフェスタ



H25.6.21 通常総会研修会
　「やさしく学ぶスマートフォン　入門編」
　中山通信設備有限会社　システム部　 中山　輝之 氏

H25.9.12 京都の魅力を再発見！きょうとＭＯＣＯ社会見学
　・日本銀行京都支店、京都市会議場、京都市消防本部

H25.10.20 第10回京都青年中央会祭「ＣＡＰフェスタ」への参加
H25.10.23･24 レディース中央会全国フォーラム（鳥取県）
H25.11.21 女性中央会近畿ブロック交流会（大阪府）
H25.12.3 ソーシャルビジネス研究会

　「ソーシャルビジネス：イノベーションの創出と企業の社会化と新たな経営スタイルの台頭」
　京都産業大学 経営学部准教授　大室悦賀 氏

H26.2.17 女性のつどい
　「文化の倍返し」
　株式会社くろちく 代表取締役　黒竹節人 氏

Ｈ26.6.23 通常総会研修会
　「１００倍楽しくなる仕事と人生 ～私を豊かに生きるとは～」
　真宗大谷派僧侶・アナウンサー　川村妙慶 氏

H26.10.7･8 レディース中央会全国フォーラム（千葉県）
H26.10.18 ソーシャルビジネス先進事例視察（広島県）

　・ＮＰＯ法人工房おのみち帆布

H26.11.6 女性中央会近畿ブロック交流会（福井県）
H27.1.16 ＭＯＣＯカフェ ～ソーシャルビジネスを考える～

　「ソーシャルビジネスを考える」
　一般社団法人オープン・ガーデン 代表理事　桜井肖典 氏

H27.2.13 女性のつどい
　「京漬ものに生きて」
　京都府漬物協同組合 理事長
　株式会社川勝總本家 代表取締役社長　川勝康行 氏

H27.3.9 京都の魅力を再発見！きょうとＭＯＣＯ社会見学
　・京都新聞社、京都国際マンガミュージアム

H27.6.3 通常総会研修会
　落語家　桂塩鯛 氏

創立１５周年記念パーティー
H27.8.31 ＭＯＣＯカフェ ～ソーシャルビジネスを考える～

　「あなたの会社もいかせる？地域も元気にする×〇〇の事例を学ぶ」
　ＮＰＯ法人子育ては親育て・みのりのもり劇場 理事長　伊豆田千加 氏

京都の魅力を再発見！きょうとＭＯＣＯ社会見学
　・大映通り商店街、広隆寺

H27.9.11 女性中央会近畿ブロック交流会（滋賀県）
H27.10.18 第11回京都青年中央会祭「ＣＡＰフェスタ」への参加

平成25年度

平成27年度

平成26年度

Ｈ27.8.31 MOCOカフェ

Ｈ26.6.23 通常総会研修会

Ｈ27.3.9 きょうとMOCO社会見学

Ｈ25.9.12 きょうとMOCO社会見学

Ｈ25.6.21 総会研修会

Ｈ25.10.20 ＣＡＰフェスタ



H27.11.12・13 レディース中央会全国フォーラム（島根県）
H27.12.4 女性のつどい

 「グローバル時代の大学と京都」
　同志社大学 学長　村田晃嗣 氏

H28.3.3 ＭＯＣＯカフェ ～地球規模で考え、行動は足元から ～
 「食の問題」

H28.6.15 通常総会研修会
　「手打ちそばの実演＆トーク（そば雑学）」
 　京都有喜屋三代目店主　三嶋吉晴 氏

H28.9.16 女性中央会近畿ブロック交流会（京都府）
H28.11.1 レディース中央会全国フォーラム（三重県）
H29.2.9 ＭＯＣＯカフェ ～地球規模で考え、行動は足元から ～

　「ＥＣＯ」
H29.3.16 ＭＯＣＯフォーラム

　「今日から実践！経営戦略としてのワーク・ライフ・バランス」
　女性活躍支援拠点「京都ウィメンズベース」女性活躍応援マネージャー
　里内法律事務所 弁護士　里内友貴子 氏
　「京都花街の経営学　－伝統文化産業に学ぶマネジメントー」
　京都女子大学　現代社会学部教授　 西尾久美子　氏

H29.6.9 通常総会研修会
　実習体験「京・レジンジュエリーづくり」
　京都装粧品雑貨協同組合 副理事長
　ホビックス株式会社 代表取締役社長　髙城正明 氏

H29.8.9 きょうとＭＯＣＯ社会見学（兵庫県）
　・ＴＡＳＡＫＩ神戸本店見学及びジュエリーセミナー
　・ＭＡＸＩM工房見学及びプチセミナー

H29.10.19 女性中央会近畿ブロック交流会（大阪府）
H29.11.16・17 レディース中央会全国フォーラム（東京都）
H30.1.17 ＭＯＣＯカフェ

　「仕事のミス防止」
H30.2.9 ＭＯＣＯフォーラム

　「イラッ・ムカッの処方箋　～アンガーマネジメントのすすめ～」
　株式会社ナースハート 代表取締役　井上泰世 氏

平成29年度

平成28年度

Ｈ29.8.9 きょうとMOCO社会見学
MAXIM工房見学及びプチセミナー

Ｈ29.3.16 MOCOフォーラム

Ｈ27.12.4 女性のつどい

Ｈ28.6.15 通常総会研修会

Ｈ29.2.9 MOCOカフェ

Ｈ29.6.9 総会研修会

Ｈ29.11.16・17 レディース中央会全国フォーラム
2日目は、はとバスを利用し国会議事堂見学

Ｈ30.2.9 MOCOフォーラム



H30.6.18 通常総会研修会
　ワークショップ「うちわ　はり絵体験」
　株式会社長谷川松寿堂　斎藤浩貴 氏、長谷川純三 氏

H30.8.9 ＭＯＣＯカフェ
　「活気ある職場づくりのためのコミュニケーション」

H30.10.18･19 レディース中央会全国フォーラム（宮城県）
H30.11.7 女性中央会近畿ブロック交流会（福井県）
H31.2.19 ＭＯＣＯフォーラム

　「みんなに必要な新しい働き方　～仕組みで人を幸せにする飲食店～」
　株式会社ｍｉｎｉｔｔｓ 代表取締役　中村朱美 氏

R1.6.11 通常総会研修会
　視察「京都経済発展のシンボルタワー　京都経済センター」

R1.8.8 ＭＯＣＯカフェ
　「メディアリテラシー」

R1.9.24 京都の魅力を再発見！きょうとＭＯＣＯ社会見学
　・株式会社川島織物セルコン本社市原事業所、川島織物文化館、しょうざんリゾート京都

R1.10.10･11 レディース中央会全国フォーラム（神奈川県）
R1.11.27 女性中央会近畿ブロック交流会（滋賀県）
R2.2.20 ＭＯＣＯフォーラム

　「きれいと元気で、毎日 Happy !　 " 私のねむり方改革 "」
　大東寝具工業株式会社 代表取締役　大東 利幸 氏

平成30年度

令和元年度
（平成31年度）

Ｈ30.6.18 総会研修会

R1.10.10 レディース中央会全国フォーラム

Ｈ30.11.7 近畿ブロック交流会Ｈ30.8.9 MOCOカフェ

R1.8.8 MOCOカフェ R1.9.24 きょうとMOCO社会見学

R2.2.20 MOCOフォーラム

Ｈ30.10.18・19 レディース中央会全国フォーラム
2日目は、仙台おさんぽ号を利用し仙台市内を観光


