
 

 

 

 

 

山形の春もあっという間に過ぎ、いよいよ夏本番に向け暑さがやって来ましたね。

フレミズの皆さんも農繁期になり、猫のても借りたいほどの忙しさと思います。

さて、今年度もスタートし、新たな気持ちでチャレンジしていきたいと思っておりますので、宜し

くお願いします！
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   サクランボ仕事がようやく一段落しました。この仕事が終わると、今年も半分が過ぎた・・と、
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レッシュミズさんとの合同研修会になる予定です！お仕事がまだまだ忙しい時期とは思いますが、

是非！！仕事を調整して、参加お願い致します。新しい出会いと、楽しい時間が待っております
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今後の県内

フレミズ活動報告
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