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この度、副会長に任命頂き、先輩
方が築き上げてきた女性会ならで
はの企画や行動力など私に出来るのか、
との不安の思
いで受けさせて頂きましたが、女性会会員の皆様と共
に、次に繋がるお仕事をさせて頂ければと思っておりま
す。
どうぞ宜しくお願いいたします。

皆様には、
日頃から会の運営にご理解とご協力を
賜り厚くお礼申し上げます。

相模原を元気にするために日々
活 動しておりますが、たくさん の
方々にお会いでき、幸せを感じております。出会いのご
縁を大切にして、
より一層地域のために貢献していきた
いと思いますので、
ご指導ご鞭撻をお願いいたします。

10年務められた猪熊前会長の後を引き継ぎ、戸惑
いながら会長職をお引き受けいたしました。
それと同

新入会員紹介
社会福祉法人大地の会

塩田ホーム 理事長
き

み

市民の方々にも喜ばれておりました
「チャリティーカレ
ンダー」事業は、10年を区切りに終了することとなり、

ほ

佐々木 美保
相模原市中央区田名塩田2−5−24
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あとがき
新正副会長体制で船
出した一年を振り返ると
内容ある事業ができまし
た。
チャリティーゴルフの
報告は次年度で。

【広報委員長】
山口 廣子
【副 委 員 長】
吉田

留美、
吉原

洋子

【委 員】
井上

知子、
小松けい子

吉川倭文美

その中で、
「チャリティーゴルフ大会」
を企画し、7校
まで漕ぎ付けた市内にある県立高校の部活動への寄
付活動を今後も継続して参ります。
今年度も4月の市民桜まつり、総会からスタートし、

時に副会長2名も新たに任命され、4名から3名への

視察研修会、椿山荘での関女連総会、桑茶を題材に

新体制に大きく変わり、新年度をスタート致しました。

した公開講演会、全女連徳島総会、新年会と計画通

相模原商工会議所女性会は会員相互の親睦と連

りに事業を終え、3月の新事業「チャリティーゴルフ大

携をもとに、女性企業経営者としての研鑽を積み、商

さ

援を引き続き行っていく中、10年続け地域に密着し

新たな事業の立ち上げを模索いたしました。

相模原商工会議所女性会
副会長 青木 庸江

さ

を伸ばしている、
さがみの桑茶「とうとるん」の販売支

会」
を残すのみとなりました。

工会議所の事業活動への参画及び協力を通じて地

やむなく退会される会員もいらっしゃいますが、
こ

区内における商工業の振興を図りながら、社会一般

れから入会を希望される若い経営者の方々も多数い

の福祉増進と会員の経済的地位の向上に資すること

らっしゃいます。商売・事業をしておりますと思うよう

を目的に活動しております。

にいかないことも多々ございますが、今後も会員間で

相模原市の経済団体である商工会議所の内部団

密な連携を図り、希望を持ちながら日々研鑽を積むこ

体として、
「繋がり・そして輝く」
をモットーに、広く深

とを忘れず、市内産業界に女性経営者ならではの視

く地域と関わり、見聞をより広め、会員が
「和」
を持って

点を活かしながら関わって参りたいと存じます。

事業を進めて行きたく思っております。
「地産・地消」事業として開発し、順調に売れ行き

これからも、皆様の変わらぬご指導ご鞭撻をお願
いし、
ご挨拶とさせて頂きます。
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第４８回 全国商工会議所
女性会連合会 徳島総会

第３１回 関東商工会議所女性会
連合会総会 東京・山梨大会

第48回全国商工会議所女性会連合会徳島総会が

第31回関東商工会議所女性会連合会総会
〈東京・山

9月28日
（水）に開催されました。当商工会議所女性会

梨大会〉
が、5月13日
（金）
にホテル椿山荘東京で開催さ

からは８名が参加し、

れました。当商工会

総会内の表彰式にて

議所女性会から12

前会長の猪熊幸江氏

名が出席し、記念講

いただき、平安時代から桑の葉が持つ効能は

と前副会長の成川ま

演として法政大学 総

脈々と言い伝えられ、
医学書にも桑の葉が持つ効

さ子氏が特別功労者

長 田中優子氏によ

能について掲載されており、
大変注目すべき食品

表 彰 を授 与され、永

る
「江戸時代の女性

であるということを、
お話いただきました。

年の女性会発展の功

たち」
と題した講演

第1部では昭和薬科大学の北島潤一名誉教授
から
「生薬の歴史と効能について」
と題し講演を

績を讃えられました。

第 2 部では相模原協同病院の高野靖悟病院長

徳島総会 会場前にて

会が行われました。

関女連総会 会場前にて

から、生活習慣病によって介護が必要になる状
況をなくすこと、さらには健康寿命を延ばすこ
との大切さがアピールされました。桑茶にはカ
ルシウムが豊富に含まれており、ベータカロチ

講演をされる高野靖悟病院長

ンの含有量もホウレンソウの約10倍であること
などに加え、糖尿病の投薬処方を受けている人

て桑茶の需要が更に増え、それに伴い桑畑の再

や高脂血症などがある人を対象にした臨床実験

利用や耕作放棄地の掘り起こしによる雇用創出

の結果が報告されました。
結果は26人中17人が

など地域活性化に繋がるものであると説明され

血液中の糖を指すHbA1cが低下、
総コレステロ

ました。講演後には参加者から多くの質問が投

ールは18人、中性脂肪は16人、悪玉コレステロ

げかけられ、桑茶への関心の高さが伺える講演

ールは15人が下がったと改善を示す内容が報告

会でした。

第４３回 相模原市民
桜まつり

佐藤 節子

第４３回相模原市民桜まつりが４月２日
（土）・３日
（日）の両日に行われました。女性会では恒例の酒まん
じゅうとさがみの桑茶「とうとるん」の販売を行い予想
以上の売上でした。本年のイベントも数多くの来場者

されました。
実験結果を受けて高野病院長は
「副

講演会終了後には当会会員が揃って、
「さがみ

作用がゼロで優れた健康食品」として桑茶を推

の桑茶
『とうとるん』
」
の販売を行い、
多くの方々

奨し、神奈川県が推進する未病対策産業によっ

にお買い求めいただきました。

でにぎわい、
盛大に開催されました。

女性会出店ブース前にて

での検品です。絞りカスは北海道などに運び飼料や肥

より多くの方にとうとるんを
お買い求めいただきました

視察研修会
横浜・日清オイリオ

料になります。1日の生産量は百万本です。
この後、磯子の三渓園に行きました。
かきつばたが咲
山口 廣子

き、睡蓮の池がモネの絵画のようでした。
お点前をいた
だき癒されたひとときでした。人力車に乗りおしゃれな

6月8日
（水）に日清オイリオ磯 子 工 場 見 学と創 業
130余年の聘珍樓の昼食と元町散策に行って来まし
た。海沿いに立地しスタジアム9個分の広さで、その日
はブラジルから1万トン級のタンカーが40日かけて到
着し3日間かけて荷を下ろし軽くなった船底を見せてい

元 町を歩いたら
気分はお嬢さん、
みなさん盛り上が
りおおいにはじけ
ました。

ました。水を積み重くしてバランスをとり帰るのだそう
です。蒸して、柔らかくして、絞る、全てオートメーション
講演会前のロビーにて

でところどころ2〜3人がいる程度で、最後は人の目視

日清オイリオ磯子工場にて視察

