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ゴルフ大会
（津久井湖ゴルフ倶楽部）
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な快晴の青空！ホッといたしました。
当日は、商工会議所の会員の皆様はじめ、一般の方々
にもご参加いただき、本当に和やかな笑顔あふれる大
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会となりました。回を重ね定着しつつあると感じました。
女性会としても華やかに大いに盛り上がり、会員同士の

津久井湖ゴルフ倶楽部にて、相模原商工会議所女性

大切な交流の場となりました。

−

会主催の第 3 回チャリティーゴ

また、チャリティーボックスへもたく

ルフ大会が、春の日差しのあ

さんのご協力をいただきました。今年

ふ れ る 中、総 勢 114 人 参 加

も三角くじの工夫をさせていただき、

のもと盛大に開催させていた

一喜一憂、楽しむことができました。

だくことができました。お天気

ご協力本当にありがとうございました。

の 心 配をいたしましたが、前

後日市内の県立高校の部活動の応
援としてご寄付させていただきます。

日までの冷たい雨が嘘のよう

さえずり−
発行：相模原商工会議所女性会
〒252-0239
相模原市中央区中央 3 -12 - 3
TEL 042-753-8135

〜目

次〜

会長 挨拶
先進地視察研修会

年 間 行 事
第４５回 桜まつり

2018.4.7〜8

2018.4.23

1

秦野市鶴巻温泉 他 視察

2

平成30年度 事業報告

3

年間行事

4

新入会員紹介

4

あとがき

4

第４６回 通常総会
有意義な時間を過ごすことができました。１日で盛

関東商工会議所女性会連合会
第３３回総会【埼玉大会】

2018. 5 . 29

2018.6. 29

先進地視察研修会

秦野市鶴巻温泉 他 視察

2018.7.6

新 年 会

2019.1.31

2018.10.3〜5

神奈川県商工会議所女性会
連合会総会・会員大会・講演会
全国商工会議所女性会連合会
創立５０周年記念式典・第５０回岩手総会

第３回 チャリティーゴルフ大会
2019. 3.8

（津久井湖ゴルフ倶楽部）

会 長 挨 拶
相模原商工会議所女性会
会 長 本間 セツ

ポーラザビューティー
町田店

中村

紅

東京都町田市森野1-33-3
電話 042-725-2270

新入会員の中村と申します。中国
から日本に来て20年経ちまして、現
在日本人夫と娘2人4人家族で住ん
でおります。
2017 年友達の紹介でポーラ化粧
品会社に入社して今はマネージャー
として頑張らせて頂いております。
まだまだ経験が浅く、至らない点
がございましたら皆様のご指導ご
協力の上に相模原地域に貢献出来
るように頑張っていきたいと思って
おります。
どうぞ宜しくお願い致します。

郝

麗娜

【副 委 員 長】
猪熊 幸江
成川まさ子
【委 員】
吉田みち代
吉原 洋子
中村 紅

その後ア・ドマニーにて懇親会を行いました。

事業計画に基づき、まず総会よりスタートしました。

開催。参加者にもとても喜んでいただき、この事

親会であります、相模原商工会議所や女性会会員

業が恒例化され目的の１つであります市内県立高校の

のご協力のもと、今年度も諸事業が滞りなく行わ

部活動への寄付が叶うことに喜びを感じております。

割に添って気分も新たに年間事業計画を立てました。
【広報委員長】

原市民会館での秋川雅史さんのコンサートを楽しみ、

ンペを晴天に恵まれた津久井湖ゴルフ俱楽部にて

され、新しい委員長、委員が選出されその目的・役

先進地研修に関しては私たち
も女性経営者として、
これからの
時代に適したパソコンのシステム
管理が必要になってくると感じ
ました。今後も陣屋さんのような
先端企業を訪問し、学びたいと思
いました。
チャリティーゴルフは大勢のお
客様から応援をいただきました。
女性会の会長をはじめ会員みな
さんの一人ひとりの力を合わせ
た結果だと思います。

そして、２月に入りましたが、新年会として相模

2018 年４月、２期目の 会 長 職 をお引き受けし、

副会長を２人から３人体制にし、委員会も再編成

あとがき

すが、充実した事業でした。

今年度最後の事業、第３回チャリティーゴルフコ

れることを祈念しながらの船出です。

新入会員紹介

りだくさんの内容をこなしたことに反省点はありま

年 間 事 業 計 画 にはなくても、皆さんが 提 案し、
楽しく交流できることがあれば取り上げて、活気の
ある魅力的な会にしていけたらと思っております。
また、とても悲しいことも多かった年でした。会

４月２３日の総務委員会担当による女性会総会に

員本人、ご家族のご逝去のお知らせに胸が痛みま

先立ち、広報委員会担当の第４５回市民桜まつりに

すが、時が悲しみを癒してまた一緒に活動できるこ

於いては、例年のように酒まんじゅうと桑茶とうと

とを願っております。

るんの試飲と販売にて参加しました。
交流委員会担当による先進地視察研修が７月６日

全国、関東、そして県等の関連団体との交流も
密にし、会員増強を念頭に置きながら、活動目的

に行われました。JA 西湘豊川支店での「湘南ゴー

であります女性企業経営者としてさらに研鑽を積み、

ルド開発」についてお話をお聞きした後、鶴巻温泉

商工会議所の事業活動への参画協力ひいては会員

「陣屋」での経営セミナーと昼食、その後出雲大社

の経済的地位向上に資することに努力して参ります。

相模分祠に於いて秦野商工会議所女性会との交流

皆様の温かいご指導ご鞭撻を賜りますように心よ

を行いました。大勢の会員さんがお迎えして下さり

りお願い申し上げます。
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先進地視察研修会

平成30年度 事業報告

湘南ゴールド開発（ＪＡ湘南総合選果場）
陣屋経営セミナー（鶴巻温泉）
秦野女性会交流会（出雲大社相模分祀）
7 月 6 日（金）秦野市鶴巻温泉視察研修に行き
ました。

第４５回 相模原市民
桜 ま つり

山口 廣子

経験と度胸とカンに頼るのではなくＩＴ活用で
情報の見える化、個人から全体共有への取り組

10 時に着くと早速ＪＡ西湘総合選果場で湘

み高付加価値、高単価、低稼働率に方向転換し

南ゴールドの開発・商品化のお話がありました。

て従業員の働き方を変えて意識改革を行い業績

種が少なく、皮がむきやすいように交配を繰り

の改善につなげたということです。

返し、神奈川県育成品種ができました。少しの

最後に秦野女性会 14 人と交流会を持ちまし

時期しか出回らないのでいいものはスーパー、

た。それぞれの活動の中で桑茶
「とうとるん」の

デパートに置き、生の果実で規格外のものをい

開発と経緯を説明しました。平成 22 年の事業

かに加工しブランド化して、年間を通じて販売

開始から 26 年には「かながわなでしこブラン

できないかと開発のコンセプトにご苦労された

ド」に認定され地産地消事業として産業振興に

ようです。消費者が自分で畑に入り収穫体験し

寄与したいと活動報告しました。夕方出雲大社

それを無料配布しＰＲするバスツアーも企画。

相模分祀の水神様にお参りして帰りました。

今では原料が足りず嬉しい悲鳴だそうです。
次に鶴巻温泉陣屋若女将の経営セミナーでは

秦野商工会議所女性会さんとの交流

陣屋若女将による経営セミナー

さえずり

吉田 みち代

ことが実感できました。
ふるさとのお祭りを楽しむ桜まつりに出店し、引き続き
皆様に酒まんじゅうと桑茶の良さを広めさせて頂きたい
と思いました。

４月７日
（土）〜８日
（日）市役所さくら通りにおいて、華
やかな市民パレードで開幕しました。毎年40万人以上の
方たちが訪れている第45回市民桜まつりに今年も出店
させていただきました。私たち女性会の出店場所は、市
民会館駐車場2階に設置され、毎回恒例の酒まんじゅう
と桑茶入り酒まんじゅうを販売しました。
毎年ご購入頂いているお客様も多く、好評を得ていま
す。
また、
さがみの桑茶とうとるんも例年に比べ大勢の方
に試飲及び購入して頂き、少しずつ桑茶が浸透している

神奈川県商工会議所女性会
連合会総会・会員大会・講演会 佐藤 節子
6月29日
（金）神奈川県商工会議所女性会連合会会員
大会
衆議院議員小泉進次郎氏が「ポスト平成改革の本丸
は何か？」で講演
日本のために何ができるか。地方創生は若者を縛り付
けることではない。
日本にいては日本のことはわからない
外に出て広く世界を見ること。帰ってきたくなる町を創る
こと。
今取り組んでいる農業女子プロジェクトの話では農業
女子を応援していて草刈り機も軽トラも女性向きで可愛
いピンクで男 性と発 想が 違うところを提 案していた。
100年時代の人生戦略としては認知症予防は大学へ行
こう。
こんなに寿命が延びるとは思わなかった。
こんなに
人が減るとおもわなかった。こんなに技術が進むと思わ
なかった。
と3つのまさかをのべていました。今、取り組ん

第５０回 全国商工会議所女性会連合会
創立５０周年記念式典・第５０回岩手総会 木下

暉子

10 月 3日
（水）〜 5日
（金）第 50 回全国商工会議所女
性会連合会岩手大会が盛岡市民文化ホールにて開催さ
れました。
オープニングセレモニー（遠野昔話語り部）から始まり
ました。東日本大震災から 7 年ご支援いただいた皆様へ
心からの感謝を込めて笑顔と笑顔でつながっていくおも
てなしを目指したいと準備を進められたそうです。この
言葉に溢れるばかりの絆を感じました。

でいることはとにかく対話。塩野先生の書かれた「アレ
キサンダー大王」をぜひ読んでみてくださいとのことで
した。
社会保険労務士の安中繫氏が「働き方改革で変わり
ゆく企業・職場」で講演しました。
長時間残業はさせられなくなる。非正規を安く使えな
くなる。賃金制度がないと裁判に負ける。価格交渉に乗り
遅れると会社が傾く。など労使共に厳しい状況説明でし
た。
黒岩 祐治知事の
ご挨拶

衆議院議員
小泉 進次郎氏

記念講演会においては ㈱モスフードサービス会長櫻田
厚氏の「食を通して人を幸せにするモスバーガーの理念
経営」と題して分かりやすく丁寧に笑いを交えながら体
験を話されました。翌日は岩手銀行の赤レンガやサケの
溯上を見ることができました。

