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というものを、こんなにもしっかりと考えた事がなかったので、とても良い機会になりました。
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またこのような機会があれば是非、参加させて頂きたいと思います。
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あい進みました

きっと、皆で楽しく作った

味噌が出来るのが楽しみ
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新年度が始まりました！

、どんな年にしようと思っていらっしゃいますか？私は

にチャレンジする年にしようと思っています！

するのがおっくうになりがちですが、

春は新しい気持ちになれる季節ですね

フレッシュミズ通信に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

県内フレミズの皆様へ

【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♪
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