
 

 

 

 

 

【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！

 

早いもので、平成

この一年

れます。でも、それぞれに出来る事が何かある

く、みんなの力を結集しての活動が基本理念

になっていくと思います！

皆さん、今年やり残した事は何かありませんか？私も

います！

 今年も山形のフレミズメンバーの皆さまには、たくさんのお力を頂きました。ありがとうございました

来年もまたお力添えを頂けますようお願い申し上げます

します。

新しい年も皆さまにとってよい年となりますように。

 

ＪＡから

 青年部

天童市にある「げんキッズ」

稲作教室の収穫祭

のメンバー

 全農のおこめんジャーも来てくれました。

 

鶴岡産の花

ＪＡ鶴岡女性部フレッシュ部会は１１月１５日、鶴岡市農村センターでフレッシュ部会全体研修会を開き、部会員

１１人が参加した。

 管内で花を生産している佐藤民子さんを講師に迎え、

「いい夫婦の日」

や両親など大切な方へ贈ってもらおうと

しました

使用したのは、トルコギキョウやアルストロメリア、ユリなど鶴岡産

の花７種類。参加者は佐藤さんにアドバイスを受けながら、はさみで茎の長さを調整し、色合いを見ながら丁寧にス
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第 21 回 JA 女性部組織フレッシュミズ全国交流集会に参加してきました 

（JA 全国女性協主催：10 月 25 日～26 日） 

 

 

 

 

 

 

 【参加者から感想をいただきました♪】 

今回、初参加となった全国交流会。 

子供連れでの参加ができると聞き、当時 1歳の娘と一緒に東京 

へ出発。研修会で用意いただいた託児を利用し、いざ会場内へ。 

会場内は各県のフレミズ部員が集結し、緊張した面持ちの中は 

じまりました。 

開会の挨拶からはじまり、徐々に会場の緊張和らぎはじめた頃 

に作文コンクール入賞発表と進み、最優秀賞を受賞したＪＡてん 

どう女性部フレミズ部会 山﨑紀子さんのプレゼンテーションの 

幕があがりました。 

山﨑さん自身、農業に携わることとなったきっかけ、そしてＪＡ 

てんどうフレミズを発足した当時の情景、さらにフレミズ活動の 

一環として食育ドキュメンタリー映画上映会を企画、開催経緯を発表されました。 

私は映画上映会準備の最中にフレミズへ入部したため、山﨑さんが秘めていた農業への思いや 

子育て、食育の在り方を作文を通してひしひしと感じ、目に涙を浮かべ耳をかたむけていました。 

                  他入賞作文の発表もとてもすばらしく、優秀賞の岡山県 

ＪＡびほく女性部では、食育と社会の関係性をより強くす 

るため事業部を立ち上げ、栽培した野菜やハンドメイド商 

品を販売することで、フレミズ活動の 

資金調達を行っているという内容でし 

た。女性の子育てと社会の繋がりを考 

えたＪＡびほく女性部の発想の展開に 

感動しました。 

 

さて、入賞作文発表後に私は「食農の良さを広めるためのアイディアはどこから生ま 

れてくるのか」と疑問が出てきましたが、すぐに解決の糸口がみつかりました。 

             交流集会 2日目「フレミズの話し合いの文化を変えよう ～メンバーの参加意識を引

き出すファシリテーション～」の講演会がありました。 

各県のフレミズ部員と自己紹介やテーマに沿った意見交換（話し合い）を行いました。 

題材としてフレミズ部内の会議を想定した資料をもとに会議の改善点や利点について意見を出しあうというも

のでした。会議進行をよりよいものにするために進行役や参加者の意志疎通が重要であり、自由に発言できる雰囲 

気作りを行うことで様々なアイディアを生み出しや 

すくできる、と意見交換を通して学ぶことができまし 

た。意見を出し合うことで生まれるアイディアの数々 

はフレミズ部内を盛り上げ、活躍の場を広げる大きな 

力になると考え、今後のフレミズ活動に反映していき 

たいと思います。     （ＪＡてんどう 小内） 

（堂々と発表する山﨑さん） 

（県内参加者で一枚♪） 



【募 集】ＪＡフレミズの行事予定を載せてみま

せんか？行事予定は県ＪＡ女性部事務局まで！ 

 

 

 

 

 

開催日 会議・研修会名 内   容 その他 

平成 29 年 

12/13 

（水) 

14～16時 

＜さがえ西村山朝日支部＞ 

 

・クリスマスケーキ作り 

 

地元のお菓子店の方を講師に迎え、自家製のりんご

やラフランスのコンポートを使い、ケーキを作り講座

を開催します。 

場 所：朝日町農業団地センター 大ホール 

参加費：2,000 円 

持ち物：エプロン・三角巾 

申し込み・詳

細確認は次ま

で 

0237-55- 

   3535 

（担当：遠藤） 

平成 30 年 

2/2（金) 

＜県フレミズ＞ 

 

 

フレッシュミズ部会 

および 

フレッシュミズ研修会 

 

 

 

 

＜フレッシュミズ部会＞ 

 ・平成 30 年度 「フレッシュミズ研修会」について 

 ・平成 30 年度 フレッシュミズ部会長・副部会長の

選任について 

 ・平成 30 年度 全国、東北北海道ＪＡ女性協 会議・

研修会について 

 ・その他 

＜フレッシュミズ研修会＞ 

 研修内容募集中♪ 

 ※希望がある方は事務局まで一報ください 

 

※フレッシュミズ層代表者に限らず、フレッシュミズ

層のＪＡ女性部員であればどなたでも参加いただけ

ます 

天童中部公民

館で部会・研

修会をおこな

った後、天童

市内で交流会

の開催を予定

しています。 

 

 

 

 

 

今年最後の通信となります。最上地域を開催地とした研修会では新しい出会いがあり、また高橋さんの園地や法人

になるまでの流れを現地で聞くことができ、沢山の事を学べました。また、フレミズ作文コンクールではＪＡてんど

うの山﨑さんの最優秀賞受賞（昭和 53 年以来）の嬉しい知らせがあり、山形にも新しい風が吹いてきたように感じ

ています。この風に乗り、来年山形で開催される東北北海道ブロックフレミズリーダー研修会を皆さんと共に無事成

功させたいと思っております。2 月 2 日に今年度最後の研修会とフレミズ部会を予定しております。是非予定を空け

ておいていただき、参加いただければ幸いです。 

2 月には来年度に向けてお話をさせていただきたいと思っておりますので、line 等でのお知らせも確認願います。 

今年 1年ありがとうございました<(_ _)> 

来年も皆さんにとりまして幸多き 1年になりますようお祈り申し上げます(^o^)丿 

                                               (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♪ 

今後のフレミズの行事予定 


