
 

 

 

 

 

【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！

 

朝晩、寒くなりましたね

ヒーターはもちろん、コタツ出したは～！な～んてお宅もあったりするのでは

稲刈りは済んだけれど、冬の到来を前に、「あれもしなきゃ、これもしなきゃ

い毎日ですね

そんな皆さんに、通信でホッとひといきいかがですか？

 

 

 

今号は、ＪＡ

「ＪＡおいしいもがみ女性部

4 月

新たに「

フレッシュミズ部員

活動を中心に、私たちフレッシュミズは各支部に少人数と活動もままな

らない状態でしたので、

「ＪＡおいしいもがみ女性部

当日は

今後の活動等について活発に話し合われました。

先ずは仲間を増やすために“フレミズ活動は楽しい！！”と感じる企画

を考えてみます（みなさんからのアイディア募集中！）。

ぜひ、私たちと楽しい活動してみませんか？

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「防災」で盛りあがりました

東日本大震災から

と、県女協のフレミズ部会で『家の光』

防災ブレスレットを作ってみました。

2017

こうだったね」と当時をあらためて振り返るいい機会になりました。

最後に
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そんな皆さんに、通信でホッとひといきいかがですか？
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月 1 日、「新庄もがみ」「山形もがみ」「真室川」の

新たに「もがみ中央農業協同組合

フレッシュミズ部員

活動を中心に、私たちフレッシュミズは各支部に少人数と活動もままな

らない状態でしたので、

ＪＡおいしいもがみ女性部

当日は 6 名の部員が参加してくれて、夕食をとりお互いに自己紹介、

今後の活動等について活発に話し合われました。

先ずは仲間を増やすために“フレミズ活動は楽しい！！”と感じる企画

を考えてみます（みなさんからのアイディア募集中！）。

ぜひ、私たちと楽しい活動してみませんか？

「防災」で盛りあがりました

東日本大震災から

と、県女協のフレミズ部会で『家の光』

防災ブレスレットを作ってみました。

2017 年 3 月号掲載の新聞紙スリッパも作製。「震災のときは

こうだったね」と当時をあらためて振り返るいい機会になりました。

最後に 7 月号の「防災クイズ」に挑戦。大いに盛り上がりました！

山形県ＪＡ女性組織協議会

「んだら

  「こんにちわ♪」

「ＪＡ教育文化
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そんな皆さんに、通信でホッとひといきいかがですか？
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を考えてみます（みなさんからのアイディア募集中！）。

ぜひ、私たちと楽しい活動してみませんか？

「防災」で盛りあがりました

東日本大震災から 7 年、あらためて防災について考えてみよう

と、県女協のフレミズ部会で『家の光』

防災ブレスレットを作ってみました。

月号掲載の新聞紙スリッパも作製。「震災のときは

こうだったね」と当時をあらためて振り返るいい機会になりました。

月号の「防災クイズ」に挑戦。大いに盛り上がりました！

山形県ＪＡ女性組織協議会

「んだら

「こんにちわ♪」 

教育文化 家の光

【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！

� 

ヒーターはもちろん、コタツ出したは～！な～んてお宅もあったりするのでは

稲刈りは済んだけれど、冬の到来を前に、「あれもしなきゃ、これもしなきゃ

そんな皆さんに、通信でホッとひといきいかがですか？

おいしいもがみフレッシュミズから紹介をいただきます。

「ＪＡおいしいもがみ女性部

日、「新庄もがみ」「山形もがみ」「真室川」の

もがみ中央農業協同組合（愛称：

名、ゴールドやパワーの方々は、主として支部

活動を中心に、私たちフレッシュミズは各支部に少人数と活動もままな

月 7 日（金）

ＪＡおいしいもがみ女性部 フレッシュミズ部会

名の部員が参加してくれて、夕食をとりお互いに自己紹介、

今後の活動等について活発に話し合われました。

先ずは仲間を増やすために“フレミズ活動は楽しい！！”と感じる企画

を考えてみます（みなさんからのアイディア募集中！）。

ぜひ、私たちと楽しい活動してみませんか？

「防災」で盛りあがりました 

年、あらためて防災について考えてみよう

と、県女協のフレミズ部会で『家の光』

防災ブレスレットを作ってみました。 

月号掲載の新聞紙スリッパも作製。「震災のときは

こうだったね」と当時をあらためて振り返るいい機会になりました。

月号の「防災クイズ」に挑戦。大いに盛り上がりました！

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 

 ＪＡ○○フレッシュミズです！

家の光ニュース

【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！

ヒーターはもちろん、コタツ出したは～！な～んてお宅もあったりするのでは

稲刈りは済んだけれど、冬の到来を前に、「あれもしなきゃ、これもしなきゃ

そんな皆さんに、通信でホッとひといきいかがですか？

フレッシュミズから紹介をいただきます。

「ＪＡおいしいもがみ女性部 フレッシュミズ部会」

日、「新庄もがみ」「山形もがみ」「真室川」の

（愛称：ＪＡおいしいもがみ

名、ゴールドやパワーの方々は、主として支部

活動を中心に、私たちフレッシュミズは各支部に少人数と活動もままな

日（金）に 

フレッシュミズ部会」を立ち上げました。

名の部員が参加してくれて、夕食をとりお互いに自己紹介、

今後の活動等について活発に話し合われました。 

先ずは仲間を増やすために“フレミズ活動は楽しい！！”と感じる企画

を考えてみます（みなさんからのアイディア募集中！）。

ぜひ、私たちと楽しい活動してみませんか？ 

年、あらためて防災について考えてみよう

と、県女協のフレミズ部会で『家の光』7 月号を参考に学習し、

 

月号掲載の新聞紙スリッパも作製。「震災のときは

こうだったね」と当時をあらためて振り返るいい機会になりました。

月号の「防災クイズ」に挑戦。大いに盛り上がりました！

フレッシュミズ部会通信

 あべっ！」

ＪＡ○○フレッシュミズです！

ＪＡおいしいもがみ

お気軽にお問い合わせください♪

 

【お問い合わせ先】

  ＪＡおいしいもがみ

ニュース」に掲載されました！

【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！

ヒーターはもちろん、コタツ出したは～！な～んてお宅もあったりするのでは

稲刈りは済んだけれど、冬の到来を前に、「あれもしなきゃ、これもしなきゃ

そんな皆さんに、通信でホッとひといきいかがですか？                   

フレッシュミズから紹介をいただきます。

フレッシュミズ部会」

日、「新庄もがみ」「山形もがみ」「真室川」の 3ＪＡが合併し、

ＪＡおいしいもがみ）」が誕生しました。

名、ゴールドやパワーの方々は、主として支部

活動を中心に、私たちフレッシュミズは各支部に少人数と活動もままな

」を立ち上げました。

名の部員が参加してくれて、夕食をとりお互いに自己紹介、

先ずは仲間を増やすために“フレミズ活動は楽しい！！”と感じる企画

を考えてみます（みなさんからのアイディア募集中！）。 

年、あらためて防災について考えてみよう

月号を参考に学習し、

月号掲載の新聞紙スリッパも作製。「震災のときは

こうだったね」と当時をあらためて振り返るいい機会になりました。

月号の「防災クイズ」に挑戦。大いに盛り上がりました！

フレッシュミズ部会通信

あべっ！」

ＪＡ○○フレッシュミズです！

おいしいもがみ管内に住んでいる方、フレミズ活動に興味のある方は、

お気軽にお問い合わせください♪

【お問い合わせ先】 

おいしいもがみ

TEL：0233

掲載されました！

【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！

ヒーターはもちろん、コタツ出したは～！な～んてお宅もあったりするのでは

稲刈りは済んだけれど、冬の到来を前に、「あれもしなきゃ、これもしなきゃ

                   

フレッシュミズから紹介をいただきます。

フレッシュミズ部会」

ＪＡが合併し、

）」が誕生しました。

名、ゴールドやパワーの方々は、主として支部 

活動を中心に、私たちフレッシュミズは各支部に少人数と活動もままな 

」を立ち上げました。 

名の部員が参加してくれて、夕食をとりお互いに自己紹介、 

先ずは仲間を増やすために“フレミズ活動は楽しい！！”と感じる企画 

年、あらためて防災について考えてみよう 

月号を参考に学習し、 

月号掲載の新聞紙スリッパも作製。「震災のときは 

こうだったね」と当時をあらためて振り返るいい機会になりました。 

月号の「防災クイズ」に挑戦。大いに盛り上がりました！ 

フレッシュミズ部会通信 

あべっ！」  

ＪＡ○○フレッシュミズです！ 

管内に住んでいる方、フレミズ活動に興味のある方は、

お気軽にお問い合わせください♪ 

おいしいもがみ 営農販売

0233-32-1514

掲載されました！ 

【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！

ヒーターはもちろん、コタツ出したは～！な～んてお宅もあったりするのでは…� 

稲刈りは済んだけれど、冬の到来を前に、「あれもしなきゃ、これもしなきゃ���

                   

フレッシュミズから紹介をいただきます。 

フレッシュミズ部会」 誕生！ 

ＪＡが合併し、 

）」が誕生しました。 

 

 

 

Ｎｏ

山形県ＪＡ女性組織協議会

管内に住んでいる方、フレミズ活動に興味のある方は、

 

営農販売部 営農販売

1514 Fax：

【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！

 

�」なんだか落ちつかな

                   

 

 

Ｎｏ．20 H30

編集・発行

山形県ＪＡ女性組織協議会

フレッシュミズ部会

管内に住んでいる方、フレミズ活動に興味のある方は、

営農販売課 担当：

：0233-32

【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！

」なんだか落ちつかな

                   （八鍬）

30 年 10 月

編集・発行 

山形県ＪＡ女性組織協議会

フレッシュミズ部会 

管内に住んでいる方、フレミズ活動に興味のある方は、

担当：阿部 

32-1419 

【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！ 

」なんだか落ちつかな

（八鍬） 

月発行 

山形県ＪＡ女性組織協議会 

 

管内に住んでいる方、フレミズ活動に興味のある方は、 



 

 

 
 

平成

るや」にて行われました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修会のテーマは、

たもの

の活動であり、サークルなどの市民活動と同じではないということ。協同組合は組織が先であり、やりたいことが

できる場所！大きな組織でみると、マイナスのイメージもあるが、小さな一つ一つの組織をみると、地域に密着し

た地域のための素晴らしい活動が沢山！そのお陰で、震災があっても継続して支援、活動が続けられていて地域と

の繋がりが強く結ばれている。小さな協同を作っていくことが大切で、地域と一緒に年をとっていく

健康寿

パネルディスカッション

んどうの結城さんパネリストを

乗り越えたこと、良かったこと

だったり、色々なことを皆さん感じられたのではないでしょうか。パネリストの方々より、貴重な意見、提案をい

ただいて、グループディスカッションではどのテーブルでも盛り上がったようです。なかなか、地元以外の話を聞

く機会はないので、今抱えて

した。これからの活動に生かして

研修の後はワークショップでさくらんぼのストラップを作りました

フェルトに針を刺しながら丸めて作るさくらんぼ。意外に難しい

山形にいらした記念に喜んでいただきました

一日目の研修を終了し、懇親会へ。

懇親会では、山形を知っていただきたく、山形にちなんだクイズと、
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るや」にて行われました。
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ものでした。小山先生の講演をお聞きして、改めて協同組合の素晴らしさを知りました。フレミズは、協同組合
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の繋がりが強く結ばれている。小さな協同を作っていくことが大切で、地域と一緒に年をとっていく

健康寿命は仲間と一緒にいることでのびる！健康！食！農！がセットでないといけないことも学びました。
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く機会はないので、今抱えて

した。これからの活動に生かして

研修の後はワークショップでさくらんぼのストラップを作りました

フェルトに針を刺しながら丸めて作るさくらんぼ。意外に難しい

山形にいらした記念に喜んでいただきました

一日目の研修を終了し、懇親会へ。

懇親会では、山形を知っていただきたく、山形にちなんだクイズと、

ワイン・ジュースの飲み比べをしていただきました
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るや」にて行われました。

研修会のテーマは、7 年に一度しかない研修会

でした。小山先生の講演をお聞きして、改めて協同組合の素晴らしさを知りました。フレミズは、協同組合

の活動であり、サークルなどの市民活動と同じではないということ。協同組合は組織が先であり、やりたいことが
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ただいて、グループディスカッションではどのテーブルでも盛り上がったようです。なかなか、地元以外の話を聞

く機会はないので、今抱えて

した。これからの活動に生かして

研修の後はワークショップでさくらんぼのストラップを作りました

フェルトに針を刺しながら丸めて作るさくらんぼ。意外に難しい

山形にいらした記念に喜んでいただきました

一日目の研修を終了し、懇親会へ。

懇親会では、山形を知っていただきたく、山形にちなんだクイズと、
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