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一︑わたしたち商工会女性部は︑女性の特性をいかし︑
地域振興発展の良き協力者であるとともに︑推進
者となります︒
一︑わたしたち商工会女性部は︑商工女性の使命感に
徹し︑組織活性化の原動力となります︒
一︑わたしたち商工会女性部は︑社会一般の福祉の増
進に務め︑豊かなまちづくりの担い手となります︒

誓 いの 言 葉

商工会女性部
ロゴマーク

商工会女性部の手で
﹁地球と子供に愛を﹂

原田重子

〜地球に愛を 地球環境の改

収事業﹂に取り組みました︒

キャンペーン﹁エコキャップ回

県女性連会長

昨年の東日本大震災には︑県

下女性部員より︑多大な義援金

と﹁ぽかぽかプロジェクト﹂企

会貢献に沢山のご協力をいただ

にワクチンを届けよう〜国際社

画で支援物資のご協力を頂き︑ 善 子供に愛を 世界中の子供

ありがとうございました︒

この大震災に︑被災地の商工

のために頑張った姿を見るにつ

部の︑寝食を忘れて復旧・復興

制に入った全国の青年部・女性

商品化・販路拡大に向けて︑今

取組の成果が見えてきました︒

資源活用＆農商工連携事業﹂の

さて︑三年目に入った﹁地域

きありがとうございました︒

け︑部員の強い絆を感ずると共

年こそ商工会女性部ブランドが

会はもとより︑いち早く協力体

に︑商工会の会員である事を誇

確立できるよう︑パワーアップ

して参りましょう︒

りに思いました︒

今だ津波による壊滅的な被

に︑どうしようもないいらだち

しんでいる会員が多数いること

途もたたないまま途方に暮れ苦

また風評被害と︑事業再開の目

めるチャンスです︒多くの女性

会女性部と交流して︑見聞を広

府で開催されます︒多くの商工

茨城県で︑
﹁全国大会﹂は京都

ク商工会女性部交流研修会﹂は

平成二十四年度︑﹁関東ブロッ

を感じています︒私たちも無理

部員の参加をお願いいたしま

害︑原発事故による避難生活︑

をせず︑自分達でできる事を協

女性部の強い絆が地域で頑張

す︒

商工会女性部全国組織化四十

れる原動力となれますように︒

力していきましょう︒

五 周 年 記 念 事 業 で︑全 国 統 一

言枝

女性部
交流研修会実施概況
千頭和

商工会女性部交流研修会
南部町商工会女性部部長

平成二十三年十二月二日（金）
、一四六名の参加者のもと、商工会女性
部交流研修会を昭和町の「ブライダルヴィレッジ ティンカーベル」にお
いて開催しました。
第一部では、女性部活動についての主張発表大会を実施し、平成二十四
年七月に茨城県で開催される関東大会の山梨県代表を決定しました。
第二部では、若手後継者等育成事業（提案型事業）を活用して女性部活
動に取り組んでいる部の中から三部による事例発表会を開催し、併せて女
性部の成果品や女性部員企業の「いっぴん」の試食・展示・販売を実施し
ました。
第三部では、部員相互の懇親を深めるため、情報交換の場として交流会
も開催しました。

女性部活動と地域振興

女性部恒例の行事︑正月用
フラワー講習会の後︑お茶会
での会話が始まりです︒
地域の特産物を活用し
た物作りを女性部連合会で
提案されているけど甲州市
ではどうする⁝と言う話に

ました︒成分も部長が工業
技術センターへお願いし分
析して頂きお墨付きを頂き
ました︒
地域資源を活用した試
作品完成のお披露目会を開
催し︑多くのメディアで新
聞記事やテレビ放映して頂
き宣伝効果大です︒市民か
らの問い合わせも何件もあ
りました︒
三月末ようやく保健所
の許可がおりいよいよ︑四
月から販売開始です︒どれ
くらい売れるか︑価格は︑
反応はどうかなど心配しま
したが︑商品は順調に売れ
てはいます︒今年の秋のお
祭り行事では︑ころッキー
を女性部員で販売し︑多く
の方に食べて頂きました︒
まだまだ︑研究段階です︒
一種類ではなく︑サブ
レ風︑米粉のクッキーや︑
クリスマス︑バレンタイン
など季節に合わせたチョコ
レート掛けなどに向けて試
作中です︒この一年間はと
ても忙しい日でしたが︑と
ても充実していました︒女
性部でも“商品開発出来る
んです”販路も叙々に拡大
しています︒
部員の総力を結集すれ
ば︑地域に商工会女性部を
十分にアピールすることが
出来たと確信しています︒
皆さん頑張ろう 更なる企
画に向け頑張ります！
︵一部抜粋︶

なりました︒部長も甲州市
商工会女性部として地域に
何か発信したいと強く思っ

１．富士・東部ブロック（大月市）油井 弥生
「女性部活動に参加して」
２．峡南ブロック（南部町）塩津 まゆみ
「女性部活動と地域振興・まちづくり」
～曲がった野菜よ 宝にな～れ！～
３．峡東ブロック（甲州市）五味 美津子
「女性部活動と地域振興・まちづくり」
～地域資源を活用した商品開発～
４．中北ブロック（昭和町）山田 洋子
「女性部活動に参加して」

～地域資源を活用した商品開発～
桃︑ぶどう︑柿は豊富に実
り︑甲州百目柿のころ柿は
贈答品として有名です︒特
に果物は時季ごとにとても
美味しく加工することより
旬のものを食べられるとても
良いところです︑そんな中︑

袋を完成させ︑昨年のこの
交流会で試食頂き尊いアン
ケートを頂きとても参考に
なりました︒
意見は集約しグラフ化︑
講師をお迎えし販売につい
ての勉強会の資料となりま
した︒
パッケージはどうか︑
どんなラベルのデザインに
するか︑原価計算︑容量や
販売価格設定︑販売先など
課題は山積です︒製造はど
こで行うか︑依頼するか︑
との話になり︑業者には一
度断られたから私のところ
で焼くことになりました︒
販売もブランド化し市内限
定でぶどうの丘と甘草屋敷
特産品販売所に決まりまし
た︒ネーミングは新聞の折
り込み広告で募集したらど
うかとの意見よい効果が期
待できると︑市内にチラシ
をいれたところ︑応募点数
は一五五件頂き大反響でし
た︒その中から部員で決定
した名前が﹁ 甲州ころッ
キー﹂です︒商標登録もし

甲州市商工会 五味 美津子

甲 州 市 は 豊 な 自 然 と︑
甲州の鎌倉と言われるほど
歴史に彩られ・多くの国宝
や重要文化財があり︑特産
品は何と言っても︑ワイン
発祥の地である︑ワインを
筆頭に果物はさくらんぼ︑

らいそれぞれ自宅で干して
いる人︑なかには皮を剥い
ていられんから︑柿毎も
らってくれと言って百個以
上も届けてくれる人も︑皮
はこだわって機械剥きだと
薄く身があまりついていな
いから︑手剥きの家の皮に
してなど︒
毎年十一月中旬恒例の
味噌作り講習会がありま
す︒味噌を煮ながら焼き芋
や︑茸汁などをつくり︑情
報交換をしながら秋の一日
を過ごすのですが︑今年は
そんな呑気なことをしてい
られません︒今後の試作品
の話・市内の女性の集まり
に試食してもらい意見を聞
いたらどうか︑また十二月
に県女性部交流会がぶどう
の丘で開催されるからその
時に試作品を配り︑アン
ケートを頂くことになりま
した︒早速準備に取り掛か
りです︒
クッキーを焼く人︑
袋に詰める人︑ラベルを張
る人流れ作業です︒一二〇

第二部 女性部事例発表大会
■中北ブロック商工会女性部

いよいよ交流研修会当日を迎え︑
発表者と応援者六名で会場へと向か
いました︒
受付は︑各地域の特産品が数多
く並び︑女性ならではの華やかさを
感じると共に︑発表会場が結婚式で
使われるチャペルという事もあり︑
厳粛な雰囲気が緊迫した空気を作り
上げている様にも感じました︒
発表者の塩津さんに秘かに優勝
（敬省略・発表順）

発表者及びテーマのご紹介

ていました︒
部員から﹁ 塩山の松里
地区で名産の枯露柿の皮を
使って何か出来ないか﹂と
提案がありました︒
以前︑甲州市の文化財・
甘草屋敷にある商工会の特
産品販売所に携わっている
仲間が一度業者に煎餅に柿
の皮を入れて試作してもら
えないかと相談したとこ
ろ︑
“そんなことは出来ん
よ”と一言で切り捨てられ
てしまったさ！何かうまい
案はないもんかね︒
粉にしてパンに入れた
らどうか︑
煎餅がだめなら︑
クッキーはどうか︑皆それ
ぞれの思いを出し合いまし
た︒
数人で試作を何度も繰
り返しひとまず女性部の総
会に試食が間に合いまし
た︒
秋になりいよいよ柿剥
きのシーズンに入りまし
た︒部員が知人のころ柿作
り農家にお願いして皮をも

最優秀者
発表内容
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主張
発表大会
■甲州市商工会女性部

◀「甲州よっ
ちゃば れ
踊 り」 で
会 場に活
気が !

の期待をしつつも︑ピリピリと緊張
感が痛いほど伝わってきましたの
で︑我が子を見守るような気持ちで
応援をしておりました︒さすが各ブ
ロックの代表者による発表は︑迫力
と説得力︑そして感動とユーモアを
交えた笑いで︑女性部活動への使命
感と地域に対する誇り︑愛情を感じ
心から感銘を受けました︒
この素晴らしい事業も︑毎年各
ブロックからの発表者選出に苦慮し
ていると耳に致します︒大勢の前で
想いを伝えることへのためらい︑部
員数の減少などが原因なのかもしれ
ませんが︑このことを軽視せず組織
全体の課題として早く協議し︑対応
していくことが求められているのか
もしれません︒
発表後の情報交換会は︑和やか
な雰囲気で︑美味しい料理にも囲ま
れ幸せな時間です︒各地域の方々と
の交流は元気を与えてくれるはずで
す︒
是非もっと大勢の方に参加して
頂きたいと願っております︒

商工会まつり﹁バザー﹂
開催日︑十月十五日は朝か
ら小雨が降っていました
が︑開店する頃には雨も上
がり︑皆揃いのＴシャツで
﹃今日一日頑張ろう！﹄と
意気込んでいました︒
前々日の十三日〜十四
日には︑富山県において商
工会女性部全国大会が開催
され︑大勢の方達に参加し のご協力をいただき感謝し
ていただきました︒皆様︑ ております︒
バザーコーナーは︑毎
お疲れもあったと思います
が︑女性部員のパワーは燃 年大盛況で﹁毎年楽しみに
きていますよ！﹂と︑両手
えていました︒
開会式の後には︑女性 に持ちきれないほど買い求
部が﹁甲州よっちゃばれ踊 めてくださり︑本当にお客
り﹂を披露すると︑会場に 様は神様です︒今年度は︑
目標額にはちょっと達成で
活気が付きます︒
横内知事様もお見えに きなかったのは残念でした
なり﹁商工会女性部員の意 が︑皆様には労をねぎらい
気込みを感じます︒頑張っ たいと思います︒
この収益金にて全部員
て下さい︒
﹂と︑励ましの
に女性部手帳を︑また東日
お言葉を頂きました︒
今年は東日本大震災へ 本大震災地にお見舞い金を
の支援物資等の提供があ 送ることが出来ましたこと
り︑品物が少ないのではと を︑紙上をお借りしご報告
心配しましたが︑例年通り 申し上げます︒
この事業も︑部員の皆
様と職員一同のご協力の結
果の賜物と感謝しておりま
す︒
商工会女性部の﹁ 名物
コーナー﹂が継続できます
よう︑今後とも皆様のご協
力をお願いいたします︒
また︑女性部ビジネス
チャンス創出コーナーも︑
大いに活用して下さい︒
『バザー』 の様子

SHOKOKAI
MATSURI
■上野原市商工会女性部

ひろみ
小宮山
北杜市商工会女性部部長

972,450 円
総売上額

横内知事▶
をご案内

平成23年度

お客様は神様です！
商工会まつり女性部コーナー
「バザー」実施報告
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5事業の取り組み

小

実施体制
事業名
北杜市・韮崎市・
地域資源を活用した特産
和 町 南アルプス・甲斐市・
品開発事業
中央市・昭和町
女性部員による地域資源
州 市 甲州市
を加工した商品開発
央 市 昭和町・中央市
女性部経営者セミナー
地域特産品「酒まんじゅ
野 原 市 上野原市
う」継承事業
特産品活用促進事業（第
管 村 小管村
２ステージ）

若手後継者等育成事業（提案型事業）は、山梨県商工会連合会が商工会組織を
通じて行う広域事業であり、今後の地域づくりと将来の商工会活動の担い手とな
る女性部の新たな活動を探る提案型の斬新な事業を積極的に支援し、地域中小企

中北ブロック女性部では︑昨
けて︑安心・安全に配慮した特

委員会を発足させ︑商品化に向
から好評をいただき︑ブロック

作品を出品したところ︑参加者

十二月の交流研修会の際に試

中北ブロック商工会女性部

業の活性化の促進に資することを目的に実施している事業です。

寒干し梅の特産品化
年度から﹁寒干し梅﹂の特産品
産品づくりに着手したところで

～ 安心・安全に配慮して ～
化に挑戦しています︒

成事業の助成金を受け︑八月に

としが二年目︒若手後継者等育

して取り組んでいるもので︑こ

日と冷たい空っ風に晒す﹁寒干

粒一粒丹念に裏返しながら︑天

半年以上の熟成期間を経て︑一

︵幹事・昭和町商工会女性部

する予定です︒請うご期待︒

本格的な研究︑検討がスタート

甲斐市に移り︑商品化に向けて

から︑﹁シソ揉み﹂
と
﹁漬け込み﹂
︑ 完成します︒四月からは幹事が

今年度の寒干し梅は三月には

全員の励みになりました︒

は︑梅の本場水戸市や食品製造
し﹂と大変時間と手間がかかり
長 北爪房子︶

寒干し梅は︑六月の﹁梅もぎ﹂

す︒

これは︑県女性部連合会の研

の現場などを視察研修しまし
ます︒

修を活かし︑農商工連携事業と

た︒一月には有志による専門の

迷のところに最も明るい話題と

た︒今一番関心を持ち︑景気低

たって開催することになりまし

性部との共同講習会を二回にわ

商工会となり 昭和町商工会女

今年度︑中央市商工会が幹事

も山梨の未来のために夢と希望

ショックだったと思います︒で

をしていた住民にとっては大変

私たちの市に駅ができると期待

に報道され︑誰もがリニアの話

テレビ・新聞等で毎日のよう

力を運んでほしいと思っていま

ニア中央新幹線に夢と希望と活

二〇二七年の開業を目指すリ

には︑駅の設置場所も決まり︑ います︒

題を口にしていました︒十一月

す︒

を多くの人達が望んでいると思

達の山梨県の地域経済が潤う事

為︑講習会に参加しました︒私

福田 陽子

いえば︑リニア中央新幹線のこ
を持ち︑少しでもリニア新幹線

中央市商工会女性部部長

とだと思います︒今回はリニア
についての知識を身につける

女性部経営者セミナー

中央新幹線について講習会を開

岡部 清子

品の試作にチャレンジして行き

す︒昨年度は村の新たな特産品

ルメ大会﹂に向
を 入 れ ま し た︒

コーナーでも期間限定で販売す

小菅村での特産品活用促進事 ンドで行われる
業は︑今年度で二年目となりま ﹁ 大 多 摩 Ｂ 級 グ

小菅村商工会女性部部長

～ Ｂ級グルメ大会に向けて ～

特産品活用促進事業

催しました︒

千代子

なう﹂へも掲載して頂き大きな

甲州市商工会女性部部長 矢崎

ありましたが︑部員の総力を結
会女性部としての活動を地域に

集し甲州市内の﹁ぶどうの丘﹂
・ 宣伝効果となっています︒商工

り組み平成二十三年四月より開 ﹁甘草屋敷特産品販売所﹂にて
発信出来たことに自信と誇りを

発品“甲州ころッキー”の販売
を開始しました︒
販売に至るまでは︑部員で試

に進めましたが︑第二ステージ

Ｂ級グルメ大会

けての研究に力

現在までの販売数は四千個

となる今年度はそれをさらに発

であるマコモタケの研究を中心

り決定︑製品のネーミングを折
と︑順調に売れております︒平

たいと思います︒

り込みチラシで募集︑製造所の
成二十三年度には新たな商品の

ることが出来ました︒

決定や︑商標登録︑パッケージ

苦労した
載して頂き又︑十一月発行の商

の表紙にも女性部活動として掲

介を行いました︒甲州市広報誌

して︑各種イベントで商品の紹

特に後半は平成二十四年五月

ついても研究しました︒

ある特産品の新たな提供方法に

こんにゃくといった︑村に元々

じゃがいもを砂糖と味噌の煮汁

ちヤマメの唐揚げ﹂と︑小粒の

ルタルソースを添えた﹁よちよ

わさび入りのタ

契約など

ところが

二十六日・二十七日にサマーラ

事業のまとめとして︑今年度

の方法等を研究しました︒

ぞれ味︑見た目︑調理時間短縮

品を出品する予定なので︑それ

で煮つめた﹁せぇだん坊﹂の二

工会やまなしの表紙と﹁商工会

催していき︑明治・大正・昭和・

辺見 佳子

平成と続いた﹁酒まんじゅう﹂

上野原市商工会女性部部長
んじゅう﹂を受け入れられるよ

研究した料理のレシピ集の発行

いです︒

を︑これからもＰＲしていきた

そ味わえる︑小菅ならではの味

はもったいない！小菅だからこ

富にある特産品を埋もれさせて

の準備を進めています︒村に豊

う︑女性の柔軟な視点から中身

今後は︑大きさや形なども考
んじゅう﹂を提案していくと同

え︑研究を重ね︑新しい﹁酒ま
また︑若い

時に︑会員さんや一般市民向け
に︑
﹁酒まんじゅう教室﹂を開

人やより多く
の人に﹁酒ま

す︒

う作り﹂の担い手となり︑昔な

き︑
上野原名物﹁酒まんじゅう﹂ 農 産物や︑郷土料理﹁せいだの

上野原では古くから催事の

核家族化や分業化などの時代の

を広め︑後世に残していこうと

新しい﹁酒まんじゅう﹂を作り

際︑各家庭で﹁酒まんじゅう﹂ がらの製法を研修・修得し︑地

変化とともに︑一般に技術が伝

考え︑本事業

ました︒

を守っていきたいと考えていま

承されなくなりました︒
さらに︑

に取り組むこ

の具材を研究し︑地元でとれる

酒まんじゅう店も後継者問題等

とになりまし

たまじ﹂等を具として活用し︑

の理由で減少傾向にあり︑この

た︒

が危ぶまれる状況が迫っていま

ままでは︑地域の食文化の伝承

が作られてきました︒しかし︑ 域や家庭に持ち帰って伝えてい

地域特産品﹁酒まんじゅう﹂継承事業

『甲州ころッキー』

そこで︑
女性部が﹁酒まんじゅ

す︒

『酒まんじゅう』作りの様子

たくさん

販売委託

ラ ベ ル︑ 試作を進めながら︑広報活動と

展させ︑料理専門家の講師によ には︑ヤマメの
り︑ヤマメ等の渓流魚︑わさび︑ 稚魚を一匹丸ご
と 唐 揚 げ に し︑

作を何回も重ね種類を一つに絞

山交百貨店地下
﹁ヤマナシ良品﹂ 持ち︑部員相互の力で新たな商

販売がスタートし︑十二月には

昨年より地域資源開発事業に取

甲州市商工会女性部では︑一

開発２年目にして販売へ

平成23年度提案型事業実施一覧

4
料理研究会の様子▶
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提案型事業
実施報告

幹事商工会

シソの葉を 1 枚ずつ丹念に
よちよちヤマメの唐揚げ

TEIANGATA
平成23年度 JIGYO

早川町商工会女性部部長 望月

健康体操教室紹介

私達の女性部では五
月開催の総会に於いて決
定し︑運動する機会の少
ない現状や健康に関する
資質向上の目的で︑町民
体育館に設置された健康
機具を活用したトレーニ
ング教室を実施しまし
た︒当初は七月開催予定
でしたが︑大雨による台
風の影響により十月二十
日に延期になりました︒
当日は七人の参加で
人数は少なかったのです
が︑教育委員会の笠井さ
んのご指導の元清々しく
進行しました︒
先 ず 最 初 に︑体 育 館
の広いスペースを利用し

千代子

酸素運動と筋肉トレーニ
コーナー全体を活用して
ングを両方するのが良い
各々のペースで十分間
ので︑十種類程あるマシ
ウォーキングを行い︑次
ンを順次取り入れて個々
に少し大股で二分間早歩
の体力に応じ︑負荷を加
きをすると︑にわかに程
えながらの利用をしまし
良い汗が滲み出てきまし
た︒年齢層も幅広かった
た︒さらに柔軟体操です
為それぞれのペースで楽
が︑こ こ で 様 々 な ス ト
しみながら実施しまし
レッチを取り入れると
口々に イ
｢テテテテー ｣ た︒しばし腹筋をつかう
という具合に奇声が聞こ
マシンの前では若い二人
え︑いかに普段︑体を動
を除く他の参加者は腹筋
かしていないかという事
がなく全滅です︒実際体
にお互いが気付くありさ
が起こせないのです︒ ｢
ワッハッハ ｣と互いの
までした︒
体力の低下に苦笑せざる
そ し て︑い よ い よ メ
をえませんでした︒
イントレーニングとして
これらはほんの序章
マシンを使用してのチャ
ですがこのような状況で
レンジです︒ここでは有
汗を掻き笑いが絶
え ず︑絆 の 深 ま っ
た有意義なひと時
でそれぞれ満足し︑
これからも継続実
施して行きたいと
考えています︒

よし子

地域振興をモットーに
活動しています
う事が分りました︒そこ
で︑女性部として何が出
来るのか話し合い︑義援
金活動を実施し︑市に同
行して現地に出向きまし
た︒少ない義援金ではあ
りますが直接手渡す事が
出来ました︒多賀城市の
方々とお会いした時には
涙で話もできませんでし
たがその後︑
多賀城・七ヶ
浜商工会女性部長より丁
寧なお礼状を頂き︑十月
には商工会までお礼に来
て下さいました︒災害と
いう悲しい出来事から始

南アルプス市商工会女性部部長 長澤
平成二十三年といえ
ば三月十一日に東日本を
襲ったあの惨事︒他人事
では済まされない状況を
テレビで見た時に︑南ア
ルプス市商工会女性部で
もお手伝いできることが
何かあるのではないかと
思い︑市の姉妹都市であ
る宮城県多賀城市の多賀
城・七ヶ浜商工会へすぐ
に連絡をしました︒やっ
とのことで連絡が取れ︑
状況を伺うと支所が全部
流れてしまうなど想像を
絶する大変な状況だとい
まった交流ではあります
が︑商工会女性部だから
こそできた交流だと思い
ます︒震災後は︑部員の
﹁防災﹂への関心が高ま
り︑今年の研修は防災体
験ツアーを計画・実施し
ましたが︑通常なかなか
体験できない内容で︑参
加した部員からは大好評
でした︒
ま た︑毎 年 実 施 し て
いる事業といえば環境美
化運動の﹁花植え﹂です︒
特に今年は昭和六十一年
かいじ国体の年から実施
している︑旧白根地区国
道五十二号線沿いの植樹
活動の功績が認められ︑
国土交通省より表彰状を
頂きました︒今後も皆さ
んに喜んで頂けるように
活動を続けていきたいと
思います︒
今後も私達商工会女
性部は﹁女性部﹂だから
こそできる地域振興のた
めの活動を実施して行き
たいと思っております︒

坂本

波子

この講習はとても勉強に
なりました︒緊急時には
少しでも地域の役に立つ
ことができるのではない
かと思います︒
他 に も︑ 視 察 研 修︑
フラワーアレンジメント
講習会など四季折々の活
動がありますが︑活動を
通して︑お互いの交流を
はかり︑お客様とのふれ
あいを大切にし︑女性ら
しいおもてなしの心を身
につけ︑女性部として地
域に貢献できる活動をし
ていきたいです︒

北杜市商工会女性部副部長

女性部活動に参加して
北杜市商工会女性
部は︑五支部が合併して
七年になります︒部員も
一九九名にまで減少しま
したが︑部員増強を目指
し︑委員の頑張りで新規
加入者十六名を増やすこ
とができました︒
女性部の活動は︑奉仕
活動・環境美化運動の一
環として︑北杜市の花で
ある﹁ひまわり﹂の種蒔
き参加から始まります︒
日照時間が日本一である
明野町には︑八十六万本
ものひまわりが咲き誇
り︑多くの観光客が訪れ
ます︒その種蒔きは︑多
くの団体によって五回に
分けて行われ︑長期間見
ることができます︒
種 蒔 き の 後 は︑事 業

所景観活動として︑夏
の花の寄せ植え講習会
も行いました︒これに
より︑各部員の店舗や
事業所の入口などに寄
せ植えを置き︑明るく
気持ちよくお客様を迎
えられるようになりま
した︒
夏には︑
﹃ 北杜商工
元気まつり﹄に出店し︑
きのこおこわとちくわ
の磯辺揚げを販売しま
した︒前日の仕込み・
当日のひどい夕立とで大
変でしたが︑部員が一丸
となり頑張ったおかげ
で︑早々の完売となりま
した︒
ま た︑救 命 救 急 法 講
習会では︑日本赤十字社
山梨県支部の指導者の
もと︑災
害時の備
え︑応急
手当の方
法を学び
ま し た︒
災害の多
い 昨 今︑

広域商工会女性部交流会
ミチ

当日は二十九名の方
に参加していただき︑
暴力団の実態や県内
暴力団組織の現状︑暴力
団排除活動︑暴力団追放
に関する具体的な対応︑
薬物事犯と青少年の保護
育成等についてご講義い
ただきました︒参加した
部員さんは熱心に研修し
ていました︒
研 修 会 終 了 後 は︑河
口湖畔の食事処にて懇親
会を実施し︑情報交換と
相互の親睦を深めまし
た︒また︑富士河口湖町
で開催中の紅葉まつりを
見学し︑有意義な時間を
過ごしました︒
今後も広域商工会の絆
を深め︑情報を共有して
いければと思います︒

河口湖商工会女性部部長 鎌倉

〜暴力団追放推進講習会〜

私達河口湖商工会と
道志村商工会︑南都留中
部商工会では︑毎年広域
商工会女性部交流会を実
施しています︒
本 年 度 は︑河 口 湖 商
工会が幹事商工会とな
り︑研修と交流会を企画
しました︒
山梨県警察本部では︑
暴力団の排除に関する基
本的施策︑青少年の健全
な育成を図るための措
置︑暴力団等に対する利
益の供与の禁止を定め︑
暴力団の排除を推進し︑
県民の安全・平穏な生活

を確保し︑社会経済
活動の健全な発展に
寄与するために︑平
成二十三年四月一日
に﹁山梨県暴力団排
除条例﹂を制定しま
した︒
富士吉田警察署
管内でも︑市町村︑関係
団体が総力を結集し︑暴
力団の根絶を図るため︑
富士吉田市出身の全日本
プロ・レスリング㈱会長
の武藤敬司氏を一日署
長に︑
﹁暴力団追放宣言﹂
の式典が十月十一日に富
士吉田市役所にて開催さ
れました︒
女性部では︑この
機会に暴力団の被害
に遭わないために︑
十一月一日午前十時
三十分より山梨県警
察本部刑事部組織犯
罪対策課企画指導担
当の田村和哉警部を
講師に﹁暴力団追放
推進講習会﹂を河口
湖商工会二階研修室
にて開催しました︒
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こんな活動しています！

Hokuto City
Kawaguchiko
こんな活動しています！

Hayakawa-Cho
こんな活動しています！
こんな活動しています！

Minami-alps City

地域資源＆農商工
連携セミナーに参加して
英子
修﹂を行い︑根本漬物工場

島津

一日・九月二十日・十一月十一

韮崎市商工会女性部部長
平成二十一年度より本研修が

し︑食品製造とその安全性

︵水戸︶
・タカノフーズ水戸

私達中北ブロックは︑それに
について研修し︑とても勉

日の三回にわたり実施されまし

伴い昨年度から手掛けてきた
強になり有意義なものと

スタートし︑昨年度はブランド
グ等を研修し︑
﹁ 売れる商品づ
﹃寒干し梅﹄を﹁いっぴん﹂の
なりました︒

工場︵おかめ納豆︶を視察

くり﹂の具現化に向けて取り組
商品化にすることに決め︑今年

た︒

みました︒
度は昨年の教訓を活かしなが

戦略や商品管理・マーケティン

平成二十三年度は︑本事業の

ンド化した商品の販売に向けた

性部の﹁いっぴん﹂としてブラ

て︑完成品へと近づけ商工会女

果をさらにブラッシュアップし

最後にシソもみ・シソ漬けまで︑

き・塩漬け・塩ぬき・本漬け・

じまり︑七月一日までに灰汁抜

して︑六月一日の梅もぎからは

ら︑梅の数量を昨年の倍に増や

わう食︵心のこもっているもの

じ・味わう時代︑さらに心で味

念場であり︑今の時代は頭で感

﹁寒干し梅﹂はこれからが正

ました︒

ついての大変さを実感させられ

てもうれし

れた事 ︑と

関係が生ま

り深い人間

がら作業が出来たこと︑またよ

標に向かって︑手を取り合いな

また︑これからの事業に

集大成として︑昨年度までの成

取り組みと︑女性部活動等のＰ
部員一同和気あいあいのうちに
く思います︒

一月下旬に寒干

冷 蔵 庫 で 保 管 し︑
ならない事が山積みですが︑こ

品化にするには︑やらなければ

まだまだ︑
﹁ 寒 干 し 梅 ﹂を 商

表でした︒他にも︑東京代表の
今年の震災で被害にあった皆様
に対する﹁駅前ぬくもりステー
ション﹂ぬくもりとありがとう
の接待活動の取り組みなど︑感
動する活動発表の数々を学ぶこ
とが出来ました︒
今まで女性部活動の中で︑私
たちは地域振興イコール商品開
発と言う意識を強く持ってきま
し た︒ 今 回 参 加 し た こ と に よ
り︑地域に住む人や︑外から街
に遊びに来てくれる人達に︑﹁ぬ
くもり︑喜び︑感動﹂を感じて
もらえるよう な︑女性にしか出
来ない活動もあるのではないか
と︑
改めて考えさせられました︒

お知らせ
一月二十三日に﹁中北ブロッ
ク寒干し梅委員会﹂が発足
しました︒
︵ 株 ︶ビジネスナ
ビゲータ池田章先生を委員
長に向かえ︑ 十八名の会 員
が集まり計十九名でこれから
の﹁寒干し梅 ﹂の事業を行
うことになりました︒

が大事である︶との池田先生の

し作業に 入り︑三
の機会に一歩一歩前進して︑安

言葉でした︒

月頃に仕上げる
頑張っていきたいと思います︒

心・安全な商品づくりに向けて

そ の 間︑ 九 月
多くの事を学ばせていただきま

私自身この研修に参加して︑

干し梅の商品化
した︒

り︑商工会レストランで商品と
して提供できるまでになったご
苦労が伝わる内容でした︒これ
防災食︑
を地域の 拠り所として︑
老人食に進化させていきたい
と︑夢はどんどん広がって︑本
当に素晴らしいと思いました︒
優秀賞の茨城県代表︑笠間市
商工会女性部は︑大空を矢より
も早く飛び妖魔を打ち払い厳し
い修行で身に付けた術によっ
て︑人々を幸せにしたと言う︑
地元の天狗伝説からヒントを得
て
﹁天狗＆ファンタジーナイト﹂
と名をうち︑手作りペットボト
ルキャンドルで商店街にあかり
を灯し︑街を元気にしようと頑
張っている︑とても夢のある発

ジを鑑賞しました︒
富山県人の︑
芯に秘められた強さを感じさせ
られる音楽と踊りでした︒その
後︑マップを片手に︑八尾の街
並みを散策︒石畳︑建物等徹底
した管理がされているのに感心
しました︒
最後に︑新湊きっときと市場
に寄ったところ︑女性部スタッ
フの方々が待機しており︑買い
物の手伝いやアドバイスばかり
か見送りまでしてくださり︑温
かい心遣いに感動いたしまし
た︒
強行軍で大変ではありました
が︑有意義な二日間でした︒

また︑大勢の仲間達と同じ目

あり︑とても和やかな雰囲気で
した︒
︵今回は東日本大震災により︑
東北・北海道ブロック予選が開
催できず︑ブロック代表者が選
出できないことから審査は行わ
ず︑発表者五名に対して﹁優秀
賞﹂が授与されました︒
︶
また︑
﹃ 立山信仰と越中売薬
の こころと知恵﹄と題して︑基
調講演がありました︒
幼いころ︑
富山の薬売りのおじさんの紙風
船を楽しみにしていた記憶が︑
なつかしく思い出されました︒
二日目のエクスカーション
は︑
﹁おわら風の盆﹂のステー

ク先進地視察研

に向けて﹁ブロッ

二十九日には寒

予定です︒

後は︑一月まで

終了しました︒

Ｒを目的に︑平成二十三年九月

知恵子

関東ブロック商工会女性部
交 流研修会に参加 し て
堀内

ルリコ

驚かされます︒
最優秀賞に輝いた富士市商工
会女性部は︑私たちも勉強させ
ていただいた農商工連携に取り
組んだ︑地域振興まちづくりに
ついての発表でした︒
﹁ 生きる
ことは食べること︑生命の源﹂
をスローガンに︑地元食材の米
粉を利用して街のシンボルであ
る紙をイメージした食品﹁富士
山ひらら﹂麺の開発についての
発 表 で し た︒ 会 員 の 鉄 工 所 で
造ってもらった平麺機で麺を作

笛吹市商工会女性部部長
平成二十三年度関東ブロック
商工会女性部交流研修会が︑七
月五日︑静岡県裾野市民文化セ
ンターで開催され︑本県代表の
身延町商工会 岡本明実さんの
応援と︑関東ブロック十商工会
代表の皆様の活動発表に期待を
持ちながら山梨を出発しまし
た︒関東ブロック研修会に参加
させていただくようになり︑七
回を数えます︒
回を重ねる毎に︑
内容の素晴らしさ︑女性部員が
生き生きと活動している様子に

２回目の個別相談会には、７件の相談がありました。

富山の花﹁チューリップ﹂の
ピンク色のジャンパー姿のス
タッフの皆さんに︑にこやかに
迎えていただき会場に入りまし
た︒
各ブロック五名の主張発表を
聞き︑考え方や地域の特性等︑
いろいろ参考になりました︒講
評で﹁皆様役者揃いで︑吉本か
ら声がかかりそうですね﹂との
審査員の言葉に会場から拍手が

鴨狩

商工会女性部全 国 大 会
とやまに参加して
平成二十三年十月十三日〜
十四日の二日間︑富山芸術文化
ホール オーバード・ホールに
おいて︑
﹃ パノラマ キトキト
富山発！ 素敵な仲間との出
会い 〜広げよう 伝えよう
きらめく明日へ〜﹄をスローガ
ンに︑商工会女性部全国組織化
四十五周年記念 第十三回商工
会女性部全国大会ｉｎとやまが
開催されました︒

身延町商工会女性部部長

in
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山梨県代表岡本明実さん
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３回目
NPO 法人ふえふき旬感ネット
代表理事小河内英紀氏による
活動事例の紹介
一房丸ごと完熟枝付干しぶどう

１回目研修会風景

Information
商工会
女性部

ぽかぽか プロジェクト
報

告

商工会女性部の手により

○エコキャップ数量

594.1㎏

○エコキャップ個数

237,544 個

○ Co2 削減効果

INTERVIEW
深澤通子さんにお話を伺ってきました。

2006.1㎏

○ワクチン

302.2 人分

※国民 1 人あたりの年間の Co2 の排出量はおよそ9t です。
（2009 年度調べ）

全国の商工会全体の義援金額
936,932,574 円（3/28 現在）

プロフィール

Proﬁle

富士川町商工会

深澤

（ふかさわ

通子

みちこ）

みづくちや呉服店

和装用品・ミセス用品・エプロン
もめん布・キルト布地・手芸用品
●定 休 日 不定休
●営業時間 9：30 〜 19：00
●住
所 南巨摩郡
富士川町青柳町 487-2
●電話・FAX 0556-22-0306

女性部に入って
良かったことは︒

送金額
各 13,500,000 円
5,250,000 円
1,050,000 円
900,000 円
各 750,000 円
49,950,000 円

イベントや女性部活動へ参加
する事によって︑仲間が増え情
報交換ができますしとても楽し
いですね︒

県連名
岩手・宮城・福島
茨城
千葉
青森
栃木・新潟・長野
合計

これからの目標は︒

※端数については、今後の入金状況等を勘案し全女性連理事会において協議のう
え配分を決定する。

※平成24年３月１日現在

健康で少しでも長くお店を続
けることが目標です︒

2,500,000 円 現在、検討中の新たな事業に活
用するための引当金の創設等
49,950,000 円 （新規）

）

山梨県女性連義援金 1,049,178円

みづくちや呉服店の
﹁いっぴん﹂は︒

4,000,000 円 「創業等助成金事業引当金」

（

49,950,000円

※平成23年12月末現在

﹁木綿布﹂こそ︑みづくちや
呉服店のいっぴんです︒

6,000,000 円 「災害対策引当金」

義援金

常に笑顔でお客様と接するこ
とですね︒また︑一つでいいか
らお客様を褒めること︒そこか
らお客様とのコミュニケーショ
ンが生まれてきます︒あと︑お
店のお花は絶やさないようにし
ています︒︵ショウーウインドー
には︑深澤さんが活けたお花が
飾ってありました︒
︶

3,000,000 円 「復興応援引当金」の創設（新規）

東日本大震災に係る義援金につきましては、
全国の女性部員の皆様方並びに関係各位の多大
なるご支援・ご協力により、平成 23 年 12 月
末現在で総額 49,950,000 円の義援金が寄
せられ、被災地県連宛送金されておりますので
ご報告いたします。
皆様方のご尽力に対して、改めて厚く御礼
申し上げます。

経営者になって
良かったことは︒

21,000,000 円 700 万円× 3 県（岩手・宮城・福島）

女性部からの
東日本大震災に係る
義援金について

自分なりの経営ができるこ
と︒例えば︑お店にはお買い求
めいただきやすい商品を置きま
すが︑展示会では︑４〜５社の
ブランドを選び販売します︒

⑴ 募金額 36,951,307円 ※平成23年９月30日現在
（内、山梨県女性連募金額 680,922円）
⑵ 募金の使途・配分
※平成24年３月１日現在
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「みづくちや呉服店」を営む

■回収期間：平成 23 年 8 月～平成 24 年 1 月末

○平成23年度の取組状況

新たな「魅力ある女
③ 性部づくり」事業の
推進に活用

今回は、富士川町商工会女性部の

こちらの事業所は︑
いつ頃から始められた
のですか︒

ペットボトルのキャッ
プを回収する活動を通し
て、プラスチックの再資
源化や二酸化炭素の排出
抑制を図り、地球環境を
改善するとともに、発展
途上国の子どもたちにワ
クチンを贈る、国際規模
での社会貢献事業に取り
組むエコキャップ回収事業を推進しました。
ペットボトルキャップのリサイクル活動は、NPO 法人エ
コキャップ推進協会が行っている活動で、リサイクル業者に
キャップを購入していただきその代金を途上国の子どもたち
のワクチン代として寄付するもので、キャップ 800 個でポ
リオワクチン１人分になります。
今回の取組で、約 302 人分のワクチンの購入費と、国民
1 人あたりの Co2 排出量を約 2.7 ヶ月分削減することがで
きました。
ご協力ありがとうございました。

全国統一「500 円玉募金」事業は、全国約 12 万人の女性部員が一丸
となって、被災地域における女性部員や女性部活動の復旧・復興の支援を
3 カ年継続事業として行っていくとともに、地域経済活性化および地域貢
献に資する女性部活動に広く活用し、全国規模での相互扶助を図ることを
目的としています。本年度は、全国の女性部員の皆様方のご協力により総
額 36,951,307 万円が集まり、使途・配分は表のとおり決定されました。
山梨県においては、680,922 円もの募金をお寄せいただきました。
ご協力いただき誠にありがとうございました。

全女性連事業を継続
② 的・安定的に実施し
ていくための引当金

子どもに愛を

～ペットボトルのキャップを集めて、世界の子どもたちにワクチンを届けよう～

全国統一「５００円玉募金」の
取組状況報告

東日本大震災の被災
① 地域における復旧・
復興支援

地球に愛を

女性部経営者
インタビュー

やりたいことは沢山あるんで
通子さんは︑いつから
す が︑ コ ー ラ ス が お ろ そ か に
事業を引き継がれたの
なってしまうので︑コーラスだ
ですか︒
けにしています︒
主人が亡くなり︑このお店を
引き継ぎました︒今年で九年目 ︻インタビュアー情報︼
になります︒
﹁ お店を閉めたら
深澤さんは︑富士川町の﹁あ
⁝﹂という声もありましたが︑ やめコーラス﹂の代表を務めて
沢山のお得意様もいらっしゃっ
います︒
たし︑自分ができる範囲でお店
以前河口湖ステラシアターで
を守っていこうと思い今に至っ
開催された由紀さおりさんのリ
ています︒
サイタルでバックコーラスを務
また︑今日まで続けられたの
めたり︑またシドニーのオペラ
も︑何よりもお得意様の支えが
ハウスでのコーラス経験もある
あったからこそなんです︒
方です︒
それに﹃コーラス﹄
︒コ ー ラ
スが趣味なんです︒コーラスは
仕事をする上での
私にとって生きがいであり︑か
こだわりは何ですか︒
けがえのないもの︒皆で合唱し
ていると嫌なことも忘れてしま
うんです︒
コーラスがあったから︑主人を亡
くした寂しさから立ち直ることが
できました︒好きなことがあると
仕事にも張り合いがでますね︒

復興応援活動

「エコキャップ」回収事業報告

明治十七年に創業し︑今年で
百二十八年になります︒私達夫
婦で︑三代目︒
今は︑ミセスの洋品を中心に
木綿やキルティング・レース・
紐などの洋裁関係の商品や毛糸
など︑手芸用品を多種取りそろ
えておりますが︑私が嫁いで来
た頃はその名のとおり︑
﹃ 呉服
店﹄でした︒お店には︑５人の
使用人がいたんですよ︒
呉 服 の 他 に も︑ 洋 服︵ 男 性
用・女性用︶や子供服があった
り︑ひな人形や五月人形といっ
た季節商品も店内に並べられま
した︒
い ま で こ そ︑ 店 の 前 の 国 道
五十二号は閑散としています
が︑昔は旧鰍沢町まで続く大き
な商店街で人の往来が沢山あり
ました︒

全女性連は、岩手県女性連
からの要請により、全国約 11
万人の商工会女性部員の仲間
に「湯たんぽ」と「アイロン」
の提供を呼びかけ、東日本大
震災で被災し仮設住宅で生活
されている皆さんへ、女性部
湯たんぽ 24 個
員の“ぽかぽか”あたたかい
気持ちと共に「湯たんぽ」と「ア
イロン」を贈る“ぽかぽか”プ
ロジェクトを実施しました。
東北地方の冬は寒さが厳し
く、仮設住宅の暖房器具等は不
十分であり、また、降雪時には
洗濯物が乾きにくい環境との
アイロン 24 個
ことです。
本県女性部も、バザーの売
上 金 よ り ア イ ロ ン 24 個、 湯
た ん ぽ 24 個 を 購 入 し、 被 災
地に向け発送しました。
全国の女性部員から集まっ
た「湯たんぽ」7838 個と「ア
イロン」1508 個は、岩手県
商工会女性部連合会を通じ、女 岩手県連に全国の女性部から
届いた支援物資
性部員の“ぽかぽか”あたたか
い気持ちと共に、被災地の仮設住宅で生活している方々のも
とへ順次届けられました。
皆様のご支援・ご協力ありがとうございました。

第15弾

商工会女性部全国組織化45周年記念事業
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部長

望月

京子
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第五十一回
商工会全国大会

全女性部員

全国連会長表彰
優良女性部
富士川町商工会女性部

•••••••••••••••••••••••••••
•
•
•
•
が持ってます
• 全国の
•
•
•
• 商工会女性部手帳の全部員必携率 100％達成のため、今年 •
• 度も女性部が実施した「バザー」の売上金で県下全女性部員の •
• 手帳を購入しました。
•
• また本年度は、全ての都道府県女性連が必携を達成しました。 •
•
•
女性部手帳を •
• ◆平成23年度
•
女性部手帳購入数2,132冊 活 用しましょう •
•
●バックにも入れやす •
• ◆県下女性部員の必携率
•
い文庫本サイズ
•
●お仕事 等 の 予定や •
106.6％
出来事の記入の他、 •
•
家 族 のお 誕 生日や •
• 女性部手帳の収益金は、女性部の皆
記 念 日ま た 備 忘 録
• さんの事業費に活用されております。
•
としても
•
•
•••••••••••••••••••••••••••

商工会女性部
全国組織化四十五周年
記念式典

全国商工会女性部連合会長表彰
女性部功労者
永井 裕子︵富士川町︶
若林 美三江︵南部町︶
海野 文子︵富士川町︶
大柴 節子︵河口湖︶

まだ寒い日が続きますね。
ところで、みなさんは低体温が多くの体調不良の原因
になっていることをご存じでしょうか？
体温が下がると免疫力が低下し、あらゆる病気にかか
りやすくなります。現代人は、冷房の効き過ぎた部屋で
ペットボトルの水をごくごく飲み、入浴はシャワーで済
ませ、歩かずにタクシーに乗り、ストレスを抱え、知ら
ず知らずのうちに体温を下げる生活をしています。
そんな私たちのために、体を温める食べ物の代表とし
て生姜があります。生姜は、漢方薬の 70％以上に使わ
れています。生姜紅茶、生姜湯など、生姜レシピはたく
さんあります。生姜を食べると体がぽ
かぽかして幸せな気分になります。
「生姜」を温め食材として生活に
積極的に取り入れ、明るく過ご
したいですね。

受賞おめでとうございます

市川三郷町商工会女性部

平成二十三年度の表彰

お役立ち
情報

低体温症を
予防しよう！
！

十一月二十四日︑東京・ＮＨＫホールにお
いて︑
﹃第五十一回商工会全国大会﹄が開催
されました︒
また︑十月十三日︑富山市芸術文化ホール
オーバード・ホール︵富山県︶において︑
﹃商
工会女性部全国組織化四十五周年記念第十三
回商工会女性部全国大会 とやま﹄が開催さ
れました︒
両式典の席上において功績のあった部及び
個人に対して︑各種表彰が授与されました︒
県内女性部からの表彰は以下のとおりとな
りました︒ ︻敬省略・カッコ内は商工会名︼

生活

部員増強運動を
実施
本年度も組織強化と帰属意識の高揚を目
的に、平成 23 年 9 月 1 日～ 12 月 31
日までを『県下統一加入促進強化期間』と
し、純増３％アップを目標に部員増強運動
を実施しました。
強化期間の成果は、
新規加入者数 70 名、
純増者数 58 名で純増率 2.9% となりま
した。
なお、強化期間内の成績優秀な女性部と
ブロックに対して、平成 24 年度の県女
性連通常総会の席上で表彰を行います。

昨年は︑東日本大震
災があり特別な一年と
なりました︒私達女性
部も︑被災者の皆様に
は﹁五百円玉募金﹂
﹁商
工会まつり﹂でのバ
ザー売上金による﹁ぽ
かぽかプロジェクト ﹂
などさまざまな活動に
より大変喜ばれております︒
これからは︑
﹃ 絆 ﹄の 時 代 と
言われていますが︑私達女性部
も地域地域の宝石箱を活かし︑
育てて行く取組みを今以上に進
めて行き︑辰年の今年は︑昇り
竜の如く共に希望のある明日へ
歩んで行きましょう︒
﹁ほほえみ﹂発行にあたり編
集委員並びに関係各位の皆様に
は心より御礼申し上げます︒
女性部広報編集委員会
委員長 河内 晶さ子

《編集委員》
委員長 河内 晶さ子
︵県女連副会長・南都留中部︶
委 員 河 野 勝 惠
︵山梨市︶
矢 崎 千代子
︵甲州市︶
堀 内 知恵子
︵笛吹市︶
鴨 狩 ルリコ
︵身延町︶
望 月 京 子
︵ 市川三郷町︶
高 橋 京 子
︵富士川町︶
小宮山 ひろみ
︵北杜市︶
長 澤 よし子
︵ 南アルプス市︶
島 津 英 子
︵韮崎市︶
志 村 ひさ子
︵都留市︶
鎌 倉 ミ チ
︵河口湖︶
原 田 重 子
︵県女連会長・甲斐市︶

編集後記
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