仲間づくりでパワーアップ！

ＪＡ埼玉県女性組織協議会
会長 栗嶋 美津江

ＪＡグループさいたまは、14ＪＡでＪＡ女性組織があり部員数は、令和２年４月現在11,334
名です。このうちフレッシュミズ部会は６ＪＡで７組織が設置され、部員数は令和２年４月現在
197名となっています。各ＪＡのフレッシュミズ部会では、学習活動やレクリエーションなど、
年間に様々な活動を通じてお互いの交流を深めています。しかし、近年は加入部員の伸び悩みが
課題の一つになっています。そこで、読者のみなさまにフレミズ部会の活動を知っていただき、
仲間になっていただくきっかけづくりとして本紙を発行しています。
これからもＪＡ埼玉県女性協フレッシュミズ部会は、明るく！楽しく！アクティブに！をテー
マに子育て世代の仲間づくりと、
「食と農」、
「地域とＪＡ」の架け橋をめざして活動を進めますので、
多くの方々のご参加をお待ちしています。

「親子で楽しむ工作体験」が大盛況！！
彩の国食と農林業の祭典・フレミズブース出展
ＪＡ埼玉県女性協フレッシュミズ部会は、令和元年11月16
～17日に草加市まつばら綾瀬川公園で開かれた「彩の国食と農
林業の祭典」に『親子で楽しむ工作体験』を出展しました。
体験コーナーはＪＡ埼玉県女性組織協議会ブースの一角に設
けられたもので、好みの毛糸を選んで割りばしに束ねる「毛糸
と割り箸で作るミニモップ」作りは子供たちに大好評。出来上
がったモップを大事そうに持ち帰るなど、たくさんの親子連れ
に喜んでいただきました。
この他にも、地元のＪＡさいたま女性部けんちん汁チャリ
ティ配布には長い行列ができ、県内各地の女性部手作りの農産
加工品・手芸品販売コーナーもほぼ完売するなど、ＪＡ埼玉県
女性協ブースは終日大いに盛り上がりました。

第

7回

関東甲信越地区に広がるフレミズの輪
令和元年度 ＪＡ関東甲信越地区交流集会
ＪＡ関東甲信越地区女
性組織連絡協議会は、令
和 元 年11月19 ～ 20日
に東京都「銀座キャピタ
ルホテル茜」で「関東甲
信越地区フレッシュミズ
交流集会」を開き、埼玉
県からは３名のフレッ
シュミズが参加しました。
各組織の活動報告やメッ
セージカードづくり、築

全国交流集会で
、
なった仲間と久 仲良く
しぶりに
会えて嬉しい♡

地場外市場の視察など活発な交流となりました。
各組織からの報告では、親子で楽しむ日帰り体験ツアーやお
菓子作り・料理講習会など、趣向を凝らした内容で加入促進を
すすめる活動が披露されました。
埼玉県のフレッシュミズ部員からは、毎年３月に近県のフ
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レッシュミズを迎えて開いている「ソフトバレーボール交流
会」や年１回発行している『笑く笑くだより』について報告し
たほか、子育てと仕事に追われフレッシュミズのリーダー役の
育成が難しいなどの意見を発表し、参加者から注目を集めました。
（注）令和元年度の
「ソフトバレーボール交流会」
は、
新型コロナウイ
ルス禍により中止されました。

こうじの力で素材をおいしく大変身！
お洒落な和風プレート料理！
フレッシュミズセミナー
ＪＡ埼玉県女性協フレッシュミズ部会は、令和元年９月18
日に嵐山町「国立女性教育会館」で「フレッシュミズセミ
ナー」を開き、料理講習や食の安全に関する講義を受けまし
た。
料理講習会の講師は厚生産業株式会社の山根竜生先生を招
き、こうじパウダーを使った手軽なレシピ「お洒落な和風プ
レート料理」をテーマに実習しました。
このほかにも「だし風味のきのこクリームパスタ」、「塩こ
うじローストビーフ」
「塩こうじパウダー漬けのサーモンタ
ルタル」、
「トマトジュース甘酒」など、ちょっと一工夫でい
つもの素材が大変身したと参加者からは大好評でした。
また、独立行政法人 農林水産消費安全技術センター消費
安全情報部交流技術課の柏原亨氏を招き「食品表示を通して
の食の安全」について学びました。生鮮・加工食品の表示方
法や原料原産地・食物アレルギー表示の必要性など、事例を
交えての説明に参加者は大きくうなずいていました。

童話「だいこんとのうさぎ」の 埼玉県 家の光大会
読み聞かせ
ＪＡ埼玉県中央会が主催する「埼玉県家の光大会」
が令和元年11月28日に加須市「むさしの村」で開か
れ、アトラクションの演目としてＪＡほくさいフレミ
ズ部会による童話「だいこんとのうさぎ」の読み聞か
せを披露しました。
厳しい冬から春にかけてのうさぎと大根畑のほのぼ
のとした関係を情景豊かに朗読し、会場から惜しみな
い拍手が贈られました。

リーダーの育成に向けて活発な交流

第23回 全国交流集会
食の大切さを 学ぼう 伝えよう
－フレミズＳＤＧｓ－
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JA埼玉県女性組織協議会
フレッシュミズ部会
令和2年7月発行

ＪＡ全国女性組織協議会は、令和元年10月30 ～ 31日に東京
都「ＫＫＲホテル東京」で「フレッシュミズ全国交流会」を開き、
埼玉県からは２名のフレッシュミズ部員が参加しました。
基調講演では子どもが作る“弁当の日”提唱者の竹下和男氏が
子どもの情操教育に自ら弁当作りをさせることの重要性を力説し
たほか、「フレミズ活動“わたしの一歩”」作文コンクール入賞作
品の朗読や「地域で輝け！ＪＡ女性組織フレッシュミズＳＤＧｓ
かるた」の絵札づくりをグループで行いました。かるた作成を通
して、ＳＤＧｓへの理解を一層深めることができました。

ＳＤＧｓかるた、
みんなで一生懸命
つくりました！

フレミズ活動の役割を再確認
JA女性 地域で輝け 50万パワー

全国の女性部が
東京に集合！
まさに圧巻！
フレッシュも負
けれられない！

ＪＡ全国女性組織協議会は、令和２年２月22～23日
に東京都「ホテルイースト21」で「第65回ＪＡ全国女
性大会」を開き、大会スローガンとして「ＪＡ女性 地
域で輝け 50万パワー☆」を決め、フレミズ組織の設
置がサブスローガンに掲げられました。
また、代表者６名による「ＪＡ女性組織活動体験発
表」が行われ、いずれの発表も女性部の仲間づくりを広
げるための活動や苦労談が参加者の共感を呼んでいました。
記念講演では危機管理教育研究所代表の国崎信江氏による「助け合いで地域を守
ろう」をテーマに熱弁をふるい、ＪＡグループの自助と共助の大切さを学びました。

各JAフレッシュミズ部会の活動紹介
JAくまがや

部会長

JAほくさい

大山 久美子

ＪＡくまがやフレッシュミズ部会です。
今年度は大幅に活動を縮小して、12月の
女性部の文化祭に出展する手芸品として、ク
ラフトバンドを使ったリボン籠を作りました。
10月の末にはリンゴ狩りを予定していまし
たが台風の影響により中止となってしまいま
した。みそ作りは３グループで11月と２月
に仕込む事ができました。毎年参加していた
ソフトバレーボール交流会は中
止になってしまいましたが、何
度か練習する事ができました。
今までできていた事ができなく
なり、日々のありがたみが身に
しみます。これからの生活を今
まで以上に大切にしていきたい
と思います。

問い合わせ先

JA埼玉ひびきの

部会長

ＪＡくまがや 資産相談課
住所： 熊谷市箱田5-8-2
TEL：048-523-9015

JAいるま野

JAあさか野

担当 森

問い合わせ先

活動予定
11月21・22日

彩の国食と農林業ドリームフェスタ

12月16日

埼玉県家の光大会

１月

埼玉県代表者会議

３月７日

ソフトバレーボール交流会

場所／ＪＡビル

参加者
大募集!!!

場所／埼玉県草加市

同世代の仲間をつくりたい、地域の仲間を作りたい、
そんな想いをお持ちの方は、ぜひ「ＪＡ埼玉県女性協フ
レッシュミズ部会」
にご参加ください。

みなさんのＪＡにおいて、こんな勉強をしたよ！こんな楽しい活動やってるよ！など
活動の情報交換をして、
それぞれの地域での活動に生かしていきましょう！
ＪＡ埼玉県女性協フレッシュミズ部会
編集委員●ＪＡ埼玉県女性協フレッシュミズ部会一同

部会長

ＪＡあさか野 企画管理部企画課
住所： 朝霞市大字溝沼466番地
TEL：048-451-1122

令和２年７月現在の予定であり、変更の可能性がありますのでご了承ください。

編集後記

JAさいたま

一同

ＪＡさいたま 営農経済課
住所： 北本市本町7-66
TEL：048-593-7811

担当 橋本

北部ブロック
中部ブロック

問い合わせ先

石田 美穂

JAさいたま 中部ブロック 部会長 浅子 君江

ＪＡあさか野フレッシュミズの石田です。
ＪＡあさか野フレッシュミズは22名で活
動しています。仕事や家庭と日々を送る中で、
様々な楽しい活動、新しい仲間とのおしゃべ
り、支部の垣根を越えて親睦や意見交換など
を行い、楽しみながら活動したいと思います。
興味のある方は是非、ＪＡあさか野女性部事
務局までご連絡ください。農業
や食に関心のある方、農業をし
ていない方、今までＪＡに関わ
りのなかった方も大歓迎です。

令和2年度

第24回フレミズ全国交流集会

ＪＡ越谷市

JA南彩

JAちちぶ

JAあさか野

10月27・28日

農家レストラン
視察研修会（北本地区）
10月 焼き肉のタレ作り（北本地区）
12月 伊達巻作り（鴻巣地区）
２月 新年会＆新年度事業計画（北本地区）
※他、鴻巣地区ではフラダンス、ソフトバレー
ボールを毎月行っています。今年度も料理講
習会を企画中
です。興味の
ある方はぜひ
参加してみま
せんか？お気
軽にお問合せ
ください。

JA埼玉みずほ

JA埼玉中央

村田 千賀子

ＪＡいるま野 総合企画部 くみあい組織課
住所： 川越市今成2丁目29-4
TEL：049-227-6325

９月

JAほくさい

JA花園

ＪＡいるま野では現在４地域にフレッシュ
ミズ部があり、50名ほどの部員がそれぞれ
の地域で活動しています。いるま野フレッ
シュミズ全体の活動として、毎年夏には「ふ
れあい研修旅行」を開催。毎年大勢のフレッ
シュ部員が参加してくれます。元年度は大谷
石資料館と那須のホテルで豪華ランチを堪能
してきました。帰りのバスではお楽しみビン
ゴ大会！豪華景品をゲットして
みんな盛り上がります。普段会
えない他の地域のメンバーとの
旅行はとても楽しい時間です。
これからもＪＡ女性部の一員と
して、フレッシュミズでいろい
ろな交流ができたら良いなぁと
思います。

問い合わせ先

JAさいたま 北部ブロック 部会長 加藤 幸恵

ＪＡさいかつ

部長

担当 風間

JA埼玉ひびきの

ＪＡ埼玉ひびきの 企画総務課 担当 茂木
住所： 本庄市早稲田の杜1-14-1
TEL：0495-24-7711

JAいるま野

ＪＡほくさい 営農部営農支援課
住所： 羽生市東7-15-3
TEL：048-563-3000

JAくまがや

JA埼玉岡部

ＪＡ埼玉ひびきのフレッシュミズ部会では、部
会員10名で活動しています。
令和元年度は、６月にはエーコープマーク品を
活用した調理講習、12月にはＪＡ女性組織共同購
入運動品を使ったクリスマス料理教室を開催しま
した。８月と２月には、日帰り研修旅行を実施し
ました。８月は、長野県小諸市の信州ほしののそ
ば工場を見学し、エーコープマーク品について理
解を深めました。12月は、茨城県
行方市の「なめがたファーマーズ
ヴィレッジ」を訪れ、６次産業化
の成功事例として学習しました。
フレミズ活動を通じて、部員相
互の交流を図りながら、楽しく有
意義な時間を過ごしています。部
会員大募集中！私たちと一緒にフ
レミズ始めてみませんか？

問い合わせ先

問い合わせ先

JAふかや

小暮 恵子

昨年度は、横浜港の野積み倉庫を見学し食
の安全・安心を学びました。部員同士の親睦も
深まり楽しい日帰り研修になりました。
12月にはクリスマス料理教室を開催し、
コックをしていた方
に、チ キ ン の 丸 焼 き
の 作 り 方 と、切 り 方
を教えて頂きました。参加したフレミズ
部員は「おうちで簡単にできそう」と笑
顔で話していました。
コロナの影響で、活動自粛が続いてお
ります。ここをのり越え、笑顔でみんな
に会える日を楽しみにしています。
部員は随時募集しておりますので、お
気軽にご連絡ください。

担当 清水

倉野内 直子

部会長

担当 羽根田・山田

中部ブロックでは、令和元年５月に刺し子
教室をしました。
手芸教室や料理教室を部員同士でやりたい
事を話し合いながら楽しく活動しています。
今年度もＪＡの職員の方々にサポートして
頂きながら進めていきたいと思います。
ご興味がある方はぜひ参加してみてくだ
さい！
お気軽にお問い合わせください。

問い合わせ先

ＪＡさいたま 生活福祉課 担当 新井
住所： さいたま市浦和区領家4-24-16
TEL：048-831-9416

員
部
ズ
ミ
レ
フ
大 募 集 !!
ＪＡ埼玉県女性協フレッシュミズ
部会は、一緒に活動する仲間を
募集しています！

年会費

各ＪＡにお問い合わせください。

ＪＡ埼玉県女性協フレッシュミズ部会では、 申込・問い合わせ
各ＪＡ支店へお申し込みください。
互いに学び交流しながら、
料理教室・スポー
問い合わせについては、各ＪＡ支店、
ツ大会・ボランティア・親睦旅行、手芸や趣
または事務局宛にお問い合わせくだ
さい。
味の集いなど、
楽しく活動しております。

事務局●ＪＡ埼玉県中央会 ＪＡ支援部 農政対策担当 電話048－829－3307 https://www.ja-saitama.jp/ＪＡグループさいたまＨＰ「みらの」

