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黎は陽楊| ～つながろう日本″～

女性の力で中小企業の活性化を !

わが国経済は、リーマンショック以降、景気悪化から持ち直しの動きが見られたものの、3月 に起つた未曾有の東

日本大震災は、日本経済に大きな影響を与え、中小企業を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続いております。

このような状況の中、地域経済活性化のために、中小企業の一層の活躍が期待されており、とりわけ女性の果たす

役害」は益々大きくなつております。

そこで、中央会、組合に関係する全国の女性経営者等が一堂に会し、知識と情報と感性が集まる出会いの場とし、

女性の柔軟な発想力や心の豊かさをパワーに、幅広く交流を図ることにより、女性経営者の資質の向上と女性部

の組織強化、また中小企業の活性化に資する目的で開催いたします。

会場 :ホテルニューオータニ大阪

」2:00

13:00

13:45

受 付 2F(鳳凰 S)

オープニング

事例請演 第一部 (鳳凰 S)

●テーマ :「おいしいお菓子をつくりたい」

●講 師 :株式会社青木松風庵 代表取締役 青木啓―氏

わずか 25年で大阪、不0歌山、奈良の売上高 N01企業ヘ

社長自らが商品開発を行う味へのこだわりと最高のおもてなしにつしヽて

14:45  休 憩 14:45～ 15:30物産展 (2Fニ ューヨークスワン)

15:30 基調講演 第二部 (鳳凰 S)

●テーマ :「できるやんか !

人間つて欠けているから伸びるんやJ

●講 師 :千房株式会社 代表取締役 中井 政嗣 氏

経験をふまえた独特の持論が社会教育家としての注目を集め

全国各地での講演 よ多くの人々に感動を呼び起こしています。

17:00 休 憩              1700～ 1745物産展 (2Fニ ューヨークスワン)

17:45 交流パーテイ2F(鳳凰 Ⅱ・Ⅲ)           (参 力0費 @10,000円 )

●漫才 :シンデレラ エキスプレス 大阪を代表する漫才コンビが笑わせます。

●全員参カロの足雨り :ノ リのいい河内音頭を皆様こ存知の阿内おとこ鋼 で、こ一緒に踊りましょう。

(関西・大阪の食材を使つたオリジカレコース料理をお楽しみ下さい。大阪紹介のビデオも上映します)

19:45 中締め

大阪手締めて締めをいたします。



丁HE大阪 観光王道コ=ス 惨力]費 @5,000円 ) ※歩きやすいお履物でこ参力]く ださtl。

アクアライナー

水上から大阪を散策

できる観光 170「水上

バスアクアライナー」。

四季折々の風情を楽

しめる大川 (日淀川)

を周遊する。「大阪城

中之島めぐり」コー

に、緑広がる都心の

オアシスとして市民に

親しまねている。歴史

のドラマを今に伝える

天守閣が大空に雄姿

を見せる大阪城公園は、総面積105 6haの広大な公園。

大手門、千員櫓、焔硝蔵など13棟の重要文化財があり、

遠い日の面影を映している。緑あふれる市民の森、西の

丸庭園や梅林が四季の装いを見せ、訪れる人が絶える

ことはない。また野球場や太陽の広場などでは、スポー

ツやレクリェーションを楽しむことができる。

現在の天守閣は昭和6年約260年ぶりに再建されたもの

で、豊臣期から数えて3代目のもの。平成 9年大改修が

完了、登録文化財に指定された。

スでは船内アナウンス付さで中之島のバラ園を近くに見た

り、赤レンガが目印の「造幣局Jや大正レトロの「中央公

会堂」、大阪のランドマークである「大阪城Jなどを望むこ

とができるほか、途中天神橋や天満橋、銀橋など大川に架

言,された由緒ある橋も見所となつている。アクアライナーは

天丼にもガラス窓を使用し、さらに低めに架かつた橋を通

るため途中で天丼を30cm下げることができる機能を持つて

おり、存分に水上の散策が楽しめる。8時以降は、ライトアッ

プされた街並や、光を映しこみ幻想的な表1青を見せる水面

など、ロマンテイックな大阪の夜を堪能できる。

集合 (ホテルニューオータニ大阪 BlFライラック前)

アクアライナー貸切 ノノ (水上バス)観光 1時 Po5

●水上からの大阪をお楽しみ下さい。

大阪のビジネスの中心を水上から眺めることが

できます。大阪人でも、意外と知らない大阪を

堪能すること間違いなし/

大阪城公園散策

●ボランテイアガイドによりこ案内します。

浪速の街で育つた壮年のボランティアガイドが
大阪城のあんなこと、こんなことをガイ ドして
くれ衣す。(おもしろ～い話かも ?ノ )

※こ希望の方のみ :天守閣観覧 (無料)

昼食 (お食事処 錦秀)お 料理 :たこ会席

●たこ焼きは、自分で焼いて食べるのが 1番でつせ

`
どなたでも上手 (?)に焼けること間違いt」 し/

もちろんお味の方も文句なし//

2度と体験できまへんで～ //

15:00 解散  ホテルニューオータニ大阪

参力□お申込みは、各都道府県中央会にて二括とりまとめのうえ、全国中央会までお申込み下さい。



ホテルニューオータニ大阪
〒540-8578 大阪市中央区城見 1-4-]
TEL 06-694]一 ]]]] FAX 06-694]-9769
httpプ /ww/tlnewotan cojp/osaka/

ホテルニューオ…タニ大阪にご宿泊の場合
当日フォーラム会場の「ホテルニューオータニ大阪Jを予約さllる場合は、お電話にて「]0月

20日開催のレディース中央会全国フオーラムに参加するJ旨をお申し出下さい。

お部屋数には限りがこざしヽますので、お早めのこ予約をお勧めいたします。

ツイン ツインユース ]名様 ¥9000(朝 食付き税 サ込み)

シングルユース ]名様 ¥]5,000(朝食付き税 サ込み)

ルームリザベーション 直通 06-6949-3232

タクシー及びお車の場合
0新大阪より約 25分 (7 3 km)

0大阪駅 (梅田)よ り約 15分 (約 4 5 km)

0大阪国際空港 (伊丹)よ り約30分 (19 3 km)

0阪神高速東大阪線東行き、法円坂ランプ

から約 5分 (1 6km)

0阪神高速東大阪線西行き、森之宮ランプ

lDら約 8分 (2 6 km)

徒歩

3分

森ノ官駅前ヽ

阪神高速道路o森之宮ランフ

中央大通 り
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地下鉄御堂筋線

7分            6分

地下鉄鶴見緑地線

10分

新幹線でお越しになる場合は、」R東海道線「新大阪」駅から

乗り換え、「大阪城公園J駅まで約 8分。

全国中小企業団体中央会 事業推進部

TEL 03-3523-4908
http://www chuokaiorip/

徒歩

3分

「大阪J駅で JR環状線に

大阪府中小企業団体中央会 調査広報課

TEL 06-694フ ー4372
http://www maido orjp/
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フォーラムに

ついての

お問い合わせ

公共交通機関でのアクセス


