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この度の通信で紹介しておりますが、今年度、フレッシュミズ部会では、

県内の交流をすすめるための
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①フレミズ部員さんが働く園地の視察・意見交換

②昼食交流会

③菌茸類の生産・出荷の概要の説明を受ける

④なめこの園地視察

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【参加者から感想をいただきました♪】

フレッシュミズ研修会に参加しようと思った理由は、正直「もうこんな不完全燃焼は

限界だ！自分だけの休みを取りたい！美味しいものを食べながら研修という名の大義名

分が欲しい。」という我欲にまみれたものでした。

日常の家事、大きくなったからとはいえ、駅までの子どもたちの毎日のような送迎で、まだまだ子どもに手

をかける時間が多い中、夜中までキリをつけたと思っても朝には容赦なく仕事は追いかけてくる。

１日だけでもいいから息抜きしたい！と思ったのでした。

                   

あの日から劇的に生活観が変わった！などと言う大げさなことではないので

すが、数年前と違い

より強く感じ、連絡を取り合いながらますますの親近感が生まれています。

楽しい時間はあっという間でしたが、こうして繋がることで、フレッシュ

ミズの活動を知る事が出来たのはこれからの私の生活の楽しみの一つになり

そうです。素晴らしい研修会を企画して下さりありがとうございました。

（
  

（④なめこの培養管理室
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作ろう！」を受けました！
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フレッシュミズ部研修会を開催しました（ＪＡやまがた女性部） 

今年の研修旅行は、震災から７年が経った女川へ。女川に近づく車窓からは、まだまだ 

復興には遠いと思われる工事現場が多く見られました。それでも、女川駅周辺は『シル 

バーピア女川』というキレイな商業施設になっていました。 

まず、水産加工体験の出来る施設にて、ホタテ養殖の現状を勉強しました。今年は出荷 

出来る量がとても少なく、苦労されているとの事。そんな中でも、私達のホタテを準備して 

下さり、感謝でした！そして、ホタテ貝の剥き方を教わり、刺身とバター焼きを作りました。好きな具材を丼に

のせて作る海鮮丼を頂き、大満足な昼食でした。 

 自由時間は、女川スペインタイル作り、駅にある温泉、買い物などを楽しみ 

ました。帰り道には、東松島の小野駅前応急仮設住宅にある『おのくんハウス』 

に伺いました。カラフルで可愛らしいおのくんがたくさん！おのくんの里親にも 

なってきました！被災地の更なる復興をねがいつつ…美味しいお土産を手に、メ 

ンバー一同無事帰路に着きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実りの秋、１年かけようやく収穫できる作物に有り難さを感じる時…。 

私のまち上山では全国かかし祭りが開催されていました。生まれたころからある稲作地域な 

らではのユニークな時代を反映したかかしが盛り沢山立っています(^o^)丿 

夏から秋にかけてはフレミズも活動報告が盛り沢山でした❤秋の夜長に、 

気を休めながら最後まで読んでいただきありがとうございました。 

これから冬に向けても各々活動報告をお待ちしていますね。  

                              (大場)                     

 

 

 

 

 

 

 

※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またはフェイスブックに載せているものもあります。 

ＵＲＬ：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(担当:阿部)  TEL:023-634-8116  E-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♪ 


