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若葉まつり出店
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女性会会員の ㈱アトリエヨシノ本社の視察研修に伺いました。
日本全国のバ
レエ教室、バレエ団へバレエ衣装のレンタルを行っており、芸術性の高い舞台
衣裳をお手に取り易い価格で提供されています。吉野社長から会社の理念・目
標をご説明いただいた後に、参加者は新緑に囲まれた相模湖を遊覧船で周回
し、藤野芸術の家でガラス工芸を体験しました。

地産・地消事業

2015.6〜9

2015.10.22〜23
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桑摘み

第４７回 全国商工会議所女性会連合会
石川全国大会

石川全国大会
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アグネス・チャン氏

2015.11.24

賜り、
深く御礼申し上げます。

チャリティーカレンダー２０１６

2016.1.20

新 年 会

新入会員紹介
井上社会保険労務士事務所
イノ ウエ
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に寄付をさせていただきました。
「地産・地消」としては、
かつての養蚕の地であった、
当地相模原産の桑の葉を使った「さがみの桑茶 とう

チャリティー講演会
皆様には、
日頃から会の運営にご理解とご協力を

2015.12〜2016.1

備品等の更なる充実のために活用いただきたく6 校

用した二次製品の開発にも力を注いで参りました。お

として女性経営者の資質向上や商工業の振興、
会員

菓子やパン等に「とうとるん」を練り込み、
相模原市

間の連携・親睦を深めると共に、
社会福祉の増進に寄

ならではの新商品が広まっていくよう、
事業者の方々

与することを目的に活動しています。

と連携し頑張って参ります。今後も、
この「さがみの桑

テーマに掲げております。

愛永

ミヤ モト

宮本

ジュン コ

純子

相模原市中央区
田名塩田2−8−8

相模原市南区
西大沼２−５２−１３

電話 042−756−6555

電話 042−705−4811

このところやりきれない事件ばかりおこり 【広報委員長】山口 廣子
ます。
それでも女性たちは耳を傾け、
前に向
【副 委 員 長】吉原 洋子
かって進みます。
子ども達が、世の中が少し
【委
員】小松けい子、
須賀節子、
森
でも良くなりますようにと……

裕子、
森山裕美

は販売と併せまして「さがみの桑茶 とうとるん」を使

相模原商工会議所女性会は、
商工会議所内部団体

活動方針としては、
「環境と福祉」
・
「地産・地消」を
株式会社

とるん」の販売、
普及に力を注いでおります。今年度

茶 とうとるん」が相模原の特産品として、
市内をはじ
めとする多くの方々に愛飲していただけるように取り

「環境と福祉」としては、
年末に企業等から提供頂

組み、
さらに、
「 環境と福祉」とも連携しながら、
生活

いたカレンダーを販売して子ども達の教育支援に役

習慣病の改善や神奈川県が進めている未病対策に

立てる「チャリティーカレンダー」事業を実施いたしま

も役立てていきたいと思います。

した。当事業は多くの方々のご協力のもと今年度で

当会は、
これからも内部の充実を図り、
更なる発展

10年目を迎えることができました。また、
今年度はア

のため常に向上心を失わず、
会員自ら研鑽を積み、
上

グネス・チャン氏をお招きし、
「 未来を担う子どもを育

記テーマに基づく事業活動を展開し、
会の活性化並

てる」をテーマとしたチャリティー講演会を開催し、
多

びに市内産業の振興の一助となるべく、
邁進して参

くの方々にご参加いただきました。これら2つの事業

る所存です。皆様の更なるご指導・ご鞭撻をよろしく

の収益金の一部は市内の県立高校の部活動の施設、

お願い致します。
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平成２７年

杜のホールはしもと ホール

アグネス・チャン氏 講演会
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女性会の心意気で
桑の葉パワー全開！
！

〜 心を込めて摘んだ桑の葉の更なる可能性を追求しました 〜

「未来を担う子どもを育てる」
今年は会の全体事業として、
チャリ
ティー講演会を開催いたしました。
入
場券の売上金と協賛金の一部を市内
の県立高校の部活動に対して寄付を
行い、
部活動を通して充実した学生生
活が送れるよう支援することを目的
に、
副会長の成川まさ子実行委員長を
中心に女性会メンバー一丸のもと講
演会を企画、
開催いたしました。
ア グ ネ ス・チ ャ ン 氏 は ピ ン ク の
スーツ姿で60歳とはとても思えな
いほど若々しく、美しく聡明な方で
した。6人兄弟の真ん中で、多感な少
女時代を過ごされ、
「日本で歌ってみ
ませんか」
と声をかけられ1972年に
来日。歌手デビュー後、第15回日本
レコード大賞新人賞をはじめ相次ぎ
大賞を受賞し、一躍人気歌手となられました。向学心
旺盛なアグネス・チャン氏は上智大学へ進学し、カナ
ダトロント大学へも留学され社会児童心理学を学ん
で卒業。その後、米国スタンフォード大学教育学部博
士課程を修了されました。
講演テーマは「未来を担う子どもを育てる」。日本
で社会問題となっているいじめ・虐待などの問題に
対しては、一人一人が「心の力」をつけ、社会全体で子
どもを育てていく環境が大切であると力強くお話さ

女性会では下記の高校へ寄付金を贈呈させて頂きました
県立相原高等学校、
県立相模原総合高等学校、
県立上溝高等学校
県立上溝南高等学校、
県立麻溝台高等学校、
県立上鶴間高等学校
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当所の女性会は地産地消事業の一環として『さがみの桑茶・と
うとるん』
を製造・販売し普及に力を注いでいます。
今年度も相模原市内にある地元農家からご協力をいただき「桑
の葉」摘みを行いました。
夏場の炎天下の中、
一枚一枚丁寧な手摘み
で採取した
「桑の葉」
が美味しい
『とうとるん』
になっていきます。
猪熊会長は「さらに
『とうとるん』の知名度を上げていき、相模原
市の特産品として広めていきたいです。
『とうとるん』がお饅頭や
ケーキ等の商品にも使わ
れ始め、
新しい段階に上が
れたと思っています。
これ
からも主要活動テーマで
ある地産地消と生活習慣
病の改善や未病に関する
普及啓発事業に取り組ん
でまいります。」
と意気込
みを話しています。

講演するアグネス・チャン氏

れました。また、アグネス・チャン氏は「世界に目を向
けると南アジアでは年間に600万人もの子どもが亡
くなっており、主に栄養失調が原因となっている。平
和で、戦争がないこと、大人たちに仕事があって、食
べ物を家族に持ち帰る社会でなくてはならない」と
体験談を交えながらお話をしていただき、
「それぞれ
が自分を正しく評価することが大切。自分を愛する
人は他人も大事にする。誰もが「お蔭さまで」という
感謝の気持ちを忘れてはいけない。最近の子どもは
困難を乗り越える方法を知らない。無我夢中で、自分
を忘れて、人のために施す心の余裕がない」と子ども
達の現状を涙ながらに心配されていました。
来場者からはアグネス・チャン氏が実際に現場で
出会った貧困・飢餓地帯の子ども達の現状、世界の子
ども達を取り巻く切実な話に涙する方もいらっしゃ
いました。最後にアグネス・チャン氏から歌のプレゼ
ントがあり、来場者の方々と手話を交えながら「幸せ
の花」を合唱し、会場はほっとする幸せな雰囲気に包
まれました。

さがみの桑茶 とうとるんから生まれた新商品
「とうとるん」をまぜこんだ
ふんわり 酒まんじゅう

商品名：桑茶
商品コメント：

酒まんじゅう

酒まんじゅうの生地に桑茶とうとる
んを合わせ、
こし餡を包みこんだ、ふ
んわり食感の酒まんじゅうです。

店名：志美津屋製菓
住所：相模原市緑区橋本6-39-8
電話：042-773-3606

「とうとるん」と黒豆を使用した
ふんわりマドレーヌ

さがみの桑茶
さがみの桑茶
マドレーヌ

商品名：
商品名：

相模原産の桑茶が

商品コメント：
ト： 薫り高い、ふんわり

&しっとり焼き上げたマドレーヌ。中
に忍ばせた黒豆もポイントの、
どな
たにも喜ばれる焼菓子です。

店名：アンファンネージュ
住所：相模原市緑区下九沢1744-20
電話：042-763-7345

「とうとるん」と乳酸菌が入った
なでしこスムージー

商品名：なでしこスムージー
商品名：
なでしこスムージー

神奈川なでしこブラ

商品コメント：
ト： ンド認定の２つの

素材、
乳酸菌バイオジェニックス
「LTJ
H61-Bio」
と桑茶
「とうとるん」
を贅沢
に使用したスムージーです。

店名：ビューティールーム楽天市場店
URL：http://www.rakuten.
co.jp/beautyroom/

