
【県 
７月１９日に

「アイデアいっぱい米料理（仮）」の記事として、
県のフレッシュミズ部会が取材を受けました

取材
頼があり、冨田部会長・大場副部会長
６名のＪＡやまがたフレッシュミズ部員にもお
手伝いいただき、昨年のフ
レッシュミズ研修で学ん
だデコ寿司を
た。

 

 

 

 

 

【募集】ＪＡフレミズの活動報告や行事予定を載せてみませんか？活動報告や行事予定は県ＪＡ女性部事務局まで！

 

皆さんこんにちは。今年度、県女性協の事務局をしております阿部と申します。よろしくお願い

いたします。今年度はとにかく、県内で情報共有を図っていきたいと考えておりますので、皆さん

頼りで恐縮ですが、たくさんの情報提供をお願いいたします

 また、９月に開催する研修は、笑いあり、感動あり？の研修になること間違い

んお誘いあわせのうえ

 

 

  

 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

※掲載した写真は県女性協のホームページにも載せております。
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開催日

９/１３

（火）

 

 

   残暑が厳しい中で、急な大雨など、心配事が多い夏でしたが、これからの秋の実りが無事迎えら

れるといいですね！『家の光』是非ご覧下さいね！秋の味覚

しょうか！？置賜での研修会が間もなくです。みなさんにお会いできるのが楽しみで～す！

山形県ＪＡ女性組織協議会

フレミズ活動報告

【お問い合わせ先】

フレミズ部員、随時募集中です！！お気軽に近くのフレミズ部員までお声掛けください♪

今後の県内

 フレッシュミズ部会】
７月１９日に

「アイデアいっぱい米料理（仮）」の記事として、
県のフレッシュミズ部会が取材を受けました

取材では、県女性協フレッシュミズ部会に依
頼があり、冨田部会長・大場副部会長

名のＪＡやまがたフレッシュミズ部員にもお
手伝いいただき、昨年のフ
レッシュミズ研修で学ん

デコ寿司を作成しまし
た。 

集】ＪＡフレミズの活動報告や行事予定を載せてみませんか？活動報告や行事予定は県ＪＡ女性部事務局まで！

皆さんこんにちは。今年度、県女性協の事務局をしております阿部と申します。よろしくお願い

いたします。今年度はとにかく、県内で情報共有を図っていきたいと考えておりますので、皆さん

頼りで恐縮ですが、たくさんの情報提供をお願いいたします

また、９月に開催する研修は、笑いあり、感動あり？の研修になること間違い

んお誘いあわせのうえ

 

※掲載した写真は県女性協のホームページにも載せております。

ＵＲＬ：http://www.nokyo.jp/modules/601jyoseibu/index.php?content_id=1

                                

                        

開催日 会議・研修会名

１３

（火） 

県女性協

修会 

（南陽市

残暑が厳しい中で、急な大雨など、心配事が多い夏でしたが、これからの秋の実りが無事迎えら

れるといいですね！『家の光』是非ご覧下さいね！秋の味覚

しょうか！？置賜での研修会が間もなくです。みなさんにお会いできるのが楽しみで～す！

山形県ＪＡ女性組織協議会

「んだら

県内フレミズの皆様へ

フレミズ活動報告

【お問い合わせ先】

フレミズ部員、随時募集中です！！お気軽に近くのフレミズ部員までお声掛けください♪

今後の県内

フレッシュミズ部会】
７月１９日に『家の光』

「アイデアいっぱい米料理（仮）」の記事として、
県のフレッシュミズ部会が取材を受けました

県女性協フレッシュミズ部会に依
頼があり、冨田部会長・大場副部会長

名のＪＡやまがたフレッシュミズ部員にもお
手伝いいただき、昨年のフ
レッシュミズ研修で学ん

作成しまし

集】ＪＡフレミズの活動報告や行事予定を載せてみませんか？活動報告や行事予定は県ＪＡ女性部事務局まで！

皆さんこんにちは。今年度、県女性協の事務局をしております阿部と申します。よろしくお願い

いたします。今年度はとにかく、県内で情報共有を図っていきたいと考えておりますので、皆さん

頼りで恐縮ですが、たくさんの情報提供をお願いいたします

また、９月に開催する研修は、笑いあり、感動あり？の研修になること間違い

んお誘いあわせのうえご

※掲載した写真は県女性協のホームページにも載せております。
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会議・研修会名

女性協フレッシュミズ

（南陽市・川西町）

残暑が厳しい中で、急な大雨など、心配事が多い夏でしたが、これからの秋の実りが無事迎えら

れるといいですね！『家の光』是非ご覧下さいね！秋の味覚

しょうか！？置賜での研修会が間もなくです。みなさんにお会いできるのが楽しみで～す！

山形県ＪＡ女性組織協議会

「んだら

県内フレミズの皆様へ

フレミズ活動報告 

【お問い合わせ先】 県ＪＡ女性協事務局

フレミズ部員、随時募集中です！！お気軽に近くのフレミズ部員までお声掛けください♪

今後の県内フレミズの行事予定

フレッシュミズ部会】 
『家の光』10 月号に掲載する

「アイデアいっぱい米料理（仮）」の記事として、
県のフレッシュミズ部会が取材を受けました

県女性協フレッシュミズ部会に依
頼があり、冨田部会長・大場副部会長

名のＪＡやまがたフレッシュミズ部員にもお
手伝いいただき、昨年のフ 
レッシュミズ研修で学ん 

作成しまし 

集】ＪＡフレミズの活動報告や行事予定を載せてみませんか？活動報告や行事予定は県ＪＡ女性部事務局まで！

皆さんこんにちは。今年度、県女性協の事務局をしております阿部と申します。よろしくお願い

いたします。今年度はとにかく、県内で情報共有を図っていきたいと考えておりますので、皆さん

頼りで恐縮ですが、たくさんの情報提供をお願いいたします

また、９月に開催する研修は、笑いあり、感動あり？の研修になること間違い

ご参加願います。

※掲載した写真は県女性協のホームページにも載せております。
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会議・研修会名 

フレッシュミズ研

・川西町） 

残暑が厳しい中で、急な大雨など、心配事が多い夏でしたが、これからの秋の実りが無事迎えら

れるといいですね！『家の光』是非ご覧下さいね！秋の味覚

しょうか！？置賜での研修会が間もなくです。みなさんにお会いできるのが楽しみで～す！

山形県ＪＡ女性組織協議会 フレッシュミズ部会通信

「んだら あべっ！」

県内フレミズの皆様へ 

 

県ＪＡ女性協事務局

フレミズ部員、随時募集中です！！お気軽に近くのフレミズ部員までお声掛けください♪

フレミズの行事予定

月号に掲載する
「アイデアいっぱい米料理（仮）」の記事として、
県のフレッシュミズ部会が取材を受けました

県女性協フレッシュミズ部会に依
頼があり、冨田部会長・大場副部会長をはじめ、

名のＪＡやまがたフレッシュミズ部員にもお

集】ＪＡフレミズの活動報告や行事予定を載せてみませんか？活動報告や行事予定は県ＪＡ女性部事務局まで！

皆さんこんにちは。今年度、県女性協の事務局をしております阿部と申します。よろしくお願い

いたします。今年度はとにかく、県内で情報共有を図っていきたいと考えておりますので、皆さん

頼りで恐縮ですが、たくさんの情報提供をお願いいたします

また、９月に開催する研修は、笑いあり、感動あり？の研修になること間違い

参加願います。  

※掲載した写真は県女性協のホームページにも載せております。
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・シャインマスカット

・昼食交流会

・ダリアの園

残暑が厳しい中で、急な大雨など、心配事が多い夏でしたが、これからの秋の実りが無事迎えら

れるといいですね！『家の光』是非ご覧下さいね！秋の味覚

しょうか！？置賜での研修会が間もなくです。みなさんにお会いできるのが楽しみで～す！

フレッシュミズ部会通信

あべっ！」

県ＪＡ女性協事務局(担当:阿部

フレミズ部員、随時募集中です！！お気軽に近くのフレミズ部員までお声掛けください♪

フレミズの行事予定 

月号に掲載する
「アイデアいっぱい米料理（仮）」の記事として、

。 
県女性協フレッシュミズ部会に依

をはじめ、
名のＪＡやまがたフレッシュミズ部員にもお

【ＪＡ庄内みどり】

 みどり酒田きた支店調理
 室を会場に米粉パン作り

交流会を開催し

 性部員以外の人も参加し
20
かた女流地域づくり塾」
をかけ、
きました
介いただき、
 

※「さかた女流地域づくり塾」とは、酒田市役所が生産者と消費者の垣

集】ＪＡフレミズの活動報告や行事予定を載せてみませんか？活動報告や行事予定は県ＪＡ女性部事務局まで！

皆さんこんにちは。今年度、県女性協の事務局をしております阿部と申します。よろしくお願い

いたします。今年度はとにかく、県内で情報共有を図っていきたいと考えておりますので、皆さん

頼りで恐縮ですが、たくさんの情報提供をお願いいたします

また、９月に開催する研修は、笑いあり、感動あり？の研修になること間違い

  （事務局 

 

※掲載した写真は県女性協のホームページにも載せております。

http://www.nokyo.jp/modules/601jyoseibu/index.php?content_id=1

 

 

内   

・シャインマスカットの

・昼食交流会 

園地視察 

残暑が厳しい中で、急な大雨など、心配事が多い夏でしたが、これからの秋の実りが無事迎えら

れるといいですね！『家の光』是非ご覧下さいね！秋の味覚

しょうか！？置賜での研修会が間もなくです。みなさんにお会いできるのが楽しみで～す！

フレッシュミズ部会通信

あべっ！」

阿部)  TEL:023

フレミズ部員、随時募集中です！！お気軽に近くのフレミズ部員までお声掛けください♪

【ＪＡ庄内みどり】
7 月 22

みどり酒田きた支店調理
室を会場に米粉パン作り
交流会を開催し

今回の交流会
性部員以外の人も参加し
20 名ほどでパン作りを楽し
かた女流地域づくり塾」
をかけ、4 名の方から参加していた
きました。
介いただき、
 

※「さかた女流地域づくり塾」とは、酒田市役所が生産者と消費者の垣

根を越えた女性同士のネットワーク作りや農業の新たな可能性を考え

る場として開講している塾

集】ＪＡフレミズの活動報告や行事予定を載せてみませんか？活動報告や行事予定は県ＪＡ女性部事務局まで！

皆さんこんにちは。今年度、県女性協の事務局をしております阿部と申します。よろしくお願い

いたします。今年度はとにかく、県内で情報共有を図っていきたいと考えておりますので、皆さん

頼りで恐縮ですが、たくさんの情報提供をお願いいたします。 

また、９月に開催する研修は、笑いあり、感動あり？の研修になること間違い

 阿部） 

※掲載した写真は県女性協のホームページにも載せております。 
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の園地視察 

残暑が厳しい中で、急な大雨など、心配事が多い夏でしたが、これからの秋の実りが無事迎えら

れるといいですね！『家の光』是非ご覧下さいね！秋の味覚を使って

しょうか！？置賜での研修会が間もなくです。みなさんにお会いできるのが楽しみで～す！

フレッシュミズ部会通信 

 

)  TEL:023-634-

フレミズ部員、随時募集中です！！お気軽に近くのフレミズ部員までお声掛けください♪

【ＪＡ庄内みどり】 
22 日、ＪＡ庄内

みどり酒田きた支店調理
室を会場に米粉パン作り
交流会を開催しました。

交流会では、
性部員以外の人も参加し

名ほどでパン作りを楽し
かた女流地域づくり塾」

名の方から参加していた
。女流塾の方

介いただき、その後も大きな

※「さかた女流地域づくり塾」とは、酒田市役所が生産者と消費者の垣

根を越えた女性同士のネットワーク作りや農業の新たな可能性を考え

る場として開講している塾です

集】ＪＡフレミズの活動報告や行事予定を載せてみませんか？活動報告や行事予定は県ＪＡ女性部事務局まで！

皆さんこんにちは。今年度、県女性協の事務局をしております阿部と申します。よろしくお願い

いたします。今年度はとにかく、県内で情報共有を図っていきたいと考えておりますので、皆さん

 

また、９月に開催する研修は、笑いあり、感動あり？の研修になること間違い
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 参加費：

※庄内

て会場まで

残暑が厳しい中で、急な大雨など、心配事が多い夏でしたが、これからの秋の実りが無事迎えら

を使って各家庭で

しょうか！？置賜での研修会が間もなくです。みなさんにお会いできるのが楽しみで～す！

Ｎｏ

山形県ＪＡ女性組織協議会

-8116  E-

フレミズ部員、随時募集中です！！お気軽に近くのフレミズ部員までお声掛けください♪

日、ＪＡ庄内 
みどり酒田きた支店調理 
室を会場に米粉パン作り 

た。 
では、女 

性部員以外の人も参加し 
名ほどでパン作りを楽しみました

かた女流地域づくり塾」※の若いメンバーにも声
名の方から参加していた
女流塾の方からは Face

も大きな反響

※「さかた女流地域づくり塾」とは、酒田市役所が生産者と消費者の垣

根を越えた女性同士のネットワーク作りや農業の新たな可能性を考え

です。 

集】ＪＡフレミズの活動報告や行事予定を載せてみませんか？活動報告や行事予定は県ＪＡ女性部事務局まで！

皆さんこんにちは。今年度、県女性協の事務局をしております阿部と申します。よろしくお願い

いたします。今年度はとにかく、県内で情報共有を図っていきたいと考えておりますので、皆さん

また、９月に開催する研修は、笑いあり、感動あり？の研修になること間違いありません。

その他

参加費：3,500

※庄内から最上

て会場までバスを出

残暑が厳しい中で、急な大雨など、心配事が多い夏でしたが、これからの秋の実りが無事迎えら

各家庭でのデコ寿司いかがで

しょうか！？置賜での研修会が間もなくです。みなさんにお会いできるのが楽しみで～す！

Ｎｏ．７ H2

編集・発行

山形県ＪＡ女性組織協議会

フレッシュミズ部会

-mail:kurashi@nokyo.jp

フレミズ部員、随時募集中です！！お気軽に近くのフレミズ部員までお声掛けください♪
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皆さんこんにちは。今年度、県女性協の事務局をしております阿部と申します。よろしくお願い

いたします。今年度はとにかく、県内で情報共有を図っていきたいと考えておりますので、皆さん

ありません。

その他 
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残暑が厳しい中で、急な大雨など、心配事が多い夏でしたが、これからの秋の実りが無事迎えら
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しょうか！？置賜での研修会が間もなくです。みなさんにお会いできるのが楽しみで～す！！
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皆さんこんにちは。今年度、県女性協の事務局をしております阿部と申します。よろしくお願い

いたします。今年度はとにかく、県内で情報共有を図っていきたいと考えておりますので、皆さん
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