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さらに前年度、好評を博したドキュメンタリー映画【いただきます～みそ

をつくる子どもたち～】の劇場版上映会を今年度フレミズ✨パワー✨ゴール

ドで協力し取り組んでいきます。

≪平成 2

H29.3  県

H29.4  フレッシュミズ全国代表者会議

H29.5  ブロック

H29.6  県

H28.11 ブロック

H29.9  県

H29.10 フレッシュミズ全国交流集会･･･大場

30.2  ＪＡ全国女性大会

30.2  県

 平成 30

ＪＡてんどう管内に住んでいる方、および味噌作りを体験してみた

い方は、お気軽にお問い合わせください♪

【お問い合わせ先】

ＪＡてんどう

は、ＪＡてんどうフレッシュミズから

味噌づくり講習会を開きました

講師は先輩女性部さん(ゴールド部

寧なご指導いただきました。手作り味噌を作るための技術、知識を楽しく学ぶこと

は、各家庭で樽に入れ保管しています。味噌は秋に食べ頃なので、どんな料理

を作ろうかと、考えるだけでと

今回、味噌づくりを行いましたが現在、手作り味噌を作る家庭は

なってきています。 

『味噌はお店で買う』と考えていましたが実際に味噌づくりを

。米麹を作るだけでも手間も時間もかかり、味噌

が必要です。こんなに時間をかけて作るとなぜか味噌に愛着が

『味噌は家庭で作る』ことの楽しさ

今後の活動では、さらに多くの食文化の知識、技術を学ぶためにゴールド部の皆様のお力をお借

りし伝承料理をご指導いただけることとなりました。
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山形県ＪＡ女性組織協議会 フレッシュミズ部会からのお知らせ♪ 

                                                 

 

 

 

 【第 1 回「東北北海道ＪＡ女性組織フレッシュミズリーダー研修会」実行委員会】 

3 月 26 日に、第 1 回「東北北海道ＪＡ女性組織フレッシュミズリーダー研修会」実行委員会を開催しました。 

2 月のフレッシュミズ部会で概要を説明した後、各地区から 1名以上の実行委員を募集し、この度、8名の方に実

行委員となっていただきました。よろしくお願いいたします(^O^)／ 

  実行委員 メンバー ＪＡやまがた 岸 裕美子さん、ＪＡてんどう 結城 こずえさん・山﨑 紀子さん・

小内 優さん、ＪＡ山形おきたま 小林 純子さん・江口 ちひろさん 

            ＪＡ真室川 高橋 慎知子さん、ＪＡ鶴岡 佐藤 直子さん 

            プラス 大場部会長、冨田副部会長、八鍬副部会長 

※実行委員は 4 月いっぱい募集をしておりますので、興味がある方は是非、県ＪＡ 

女性部事務局にお声がけ願います（子ども連れでも大丈夫です）。 

  

第１回の実行委員会には、通常総会✨幹部研修会に参加されていた実行委員以外の 

フレミズさんからも参加いただきました。ありがとうございます(@^^)/~~~ 

 昼食休憩時間を利用しての開催だったため、顔合わせが主な内容となりました。  

 一方、短い時間の中では、「今後の実行委員会の進め方」や「第 2 回実行委員会の開催日」など、事務的

な話のほか、研修会でやってみたい内容として「芋煮会」「お鷹ぽっぽ作り」「山形の食を知る研修」などの意見も

ありました。 

 また、研修会の開催日（現在、おおまかに 9月中下旬から 10 月上旬を予定）について「部会長�副部会長で決め

て欲しい」「開催日に合わせた研修を考える」との意見もでたため、近日中に決定のうえ、お知らせしたいと思いま

す。 

 なお、第２回目の実行委員会は 5月 22 日（火）に開催いたします。 

 実行委員でなくとも、やってみたい研修があれば、是非、この通信への感想 

としてお寄せください。 

 

 

 

 

 

 

【募 集】 ○Facebook を開設しています。フレミズ部会の Facebook ページに「いいね！」をお願いします。 

「いいね！」をすると、フレミズ部会の新規投稿のお知らせを受け取ることができます。 

○ＪＡフレミズの行事予定を載せてみませんか？ 

  ＪＡをまたいだ活動で、交流が広がる可能性があります！行事予定は県ＪＡ女性部事務局まで！ 

 

「んだら、あべっ」も４年目に突入！！思い返せば…部会長に就任した初めての年に北海道の部会長さんに「県の部

会長の役目」について…たーくさん！！教えられ、学び…このフレミズ通信が誕生したのでした(笑) 月日の流れるの

はアッと言う間で…あの時、自分の知らなさ加減にびっくりした事を懐かしく思い出しました(*´ω｀*) 

さ！今年度も楽しんでいきましょう！！                               (冨田)  

 

※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♪ 


