明るく！ コロナに負けるな！！
楽しく！アクティブに！
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～各部の活動紹介～

JAさいたま 中部ブロック
部会長

浅子 君江

中部ブロックでは、令和２年12月に「お正月用フラワーアレ
ンジメント」教室をしました。今はコロナ禍で活動は自粛して
ますが令和３年度は手芸、料理教室、
ストレッチ体操などやりたい事を話し合いなが
ら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。
ご興味がある方は是非参加してみて下さい！お気軽にお問い合わせください。

コロナ禍での活動について
令和２年度は、コロナ禍で活動に制限がかかり、ソーシャルディスタンスをとりな
がら粛々と活動しました。新型コロナウイルスが依然として収束しない状況ですが、
令和３年度は感染対策をとりながら手芸、料理教室、ストレッチ体操等に取り組みた
いと思います。
これからも、コロナ禍を乗り越えながら、楽しい活動に前向きに取組んでいきます。

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4-6-24
TEL：048-831-9416
URL：http://www.ja-saitama.or.jp/

ＪＡ埼玉県女性組織協議会
会長

森操

ＪＡグループさいたまでは、14ＪＡでＪ
Ａ女性組織があり部員数は令和３年４
月現在10,352名です。そのうちフレッ
シュミズ部会は５ＪＡで６組織が設置さ
れ、部員数は令和３年４月現在126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。
これからも埼玉県のフレッシュミズ
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。

JAあさか野
部会長

JAさいたま 北部ブロック

石田 美穂

収束するどころか型を変え私達人間を襲い続けている「新型コ
ロナウイルス」私達のフレミズでも感染拡大の影響により、
思うよ
うに活動が出来ませんでした。
しかし、
部員の皆様が実施した「新しい生活様式」という不要不急な外出等を徹底した
おかげで無事に過ごすことが出来ました。
今年度は「できることからはじめる」を掲げてコロナ禍に負ける事なく、ソーシャル
ディスタンスを守りフレミズ活動を続けていきたいと思います。

JA埼玉県女性組織協議会
フレッシュミズ部会
令和3年7月発行

部会長

【2020年度】
・鴻巣地区
１２月 だて巻き作り
３月 味噌作り
週１回 フラダンス練習

加藤 幸恵

・北本地区
料理講習会・防災教室、
新型コロナウイルスにより中止。
今年度は、感染対策をしながら、少しずつ活動を再開
していく予定です。興味のある方はお気軽にお問い合
わせ下さい。

今年度（令和３年度）行いたいこと
令和３年度は、子供達の為に活動が出来たらと考えて計画を立てました。
子供達が当たり前のように利用しているインターネットについて様々なネットの危
険とトラブルの事例を保護者が知り対策について学んだり、すこやかな成長のため栄
養バランスのとれた食に関する知識を得るなどの活動を考えています。
少しずつの活動ですが、継続して頑張ります。(スマホ教室６月、栄養セミナー10月、
歳忘れの集い12月、手芸教室２月)

問い合わせ先

ＪＡあさか野 企画管理部企画課 担当 山田
住所： 朝霞市大字溝沼４６６番地
TEL：048-451-1122
URL：https://www.ja-asakano.or.jp/

コロナ禍の活動で工夫したこと
コロナ禍ではありますが、部員さんからの希望があったので、毎年恒例の活動を行
いました。
密にならないように、参加人数を限定したり、２回に分けて行ったりしました。
また、細めな消毒、換気を行いました。

問い合わせ先

ＪＡさいたま 北部統括部営農経済課 担当 阿部
住所： 北本市本町7-66
TEL：048-593-7811
URL：http://www.ja-saitama.or.jp/

裏面へつづく

JAいるま野
部会長

ＪＡ埼玉ひびきの

村田 千賀子

部会長

ＪＡいるま野では現在４地域で40名ほどの部員が活動して
います。
しかし令和２年度は、コロナ禍で活動ができませんでしたので、元年度に実施し好
評だったフラワーハートセラピーをご紹介します。
フラワーハートセラピーは、
フラ
ワーアレンジメントと臨床心理学を統合した
セラピー法で、花の色彩や香りに癒されなが
ら、
心身を整える効果がある芸術療法です。
こんな時だからこそ花から癒しをもらって
元 気 に な り ま せん
か？現在一緒に活動
できる仲間を募集中
です！

JAいるま野フレッシュミズ部会では、停滞している活動を再開させるために令和3
年度はインターネットを利用したメンバー同士の交流や、オンライン教室に取り組んで
いきたいと思います。
また毎年開催していたバス旅行の代わりとして、自家用車を使ったドライブツアーな
ども企画中です。今後もしばらくはコロナ禍が続くと思いますが、部員の皆さんと以前
のように活動できる日を心待ちにしています。それまでもう少しだけ頑張りましょう！

ＪＡいるま野 くみあい組織課 担当 長谷川
住所： 川越市今成2-29-4
TEL：049-227-6325
URL：https://www.ja-irumano.or.jp/

JAほくさい
部会長

ＪＡ埼玉ひびきのフレッシュミズ
部会は、
部会員12名で活動しています。
令和２年度は、コロナ禍によりさまざまなことが制限さ
れる１年でしたが、感染防止対策をしっかり行い、部員同士
で“今できること”を話し合いながら工夫し、
フレミズ活動
を続けることができました。こんな時代だからこそ、
“仲間
とのつながり”の大切さを一層実感しています。
８月にはヨガ教室で免疫力アップ、10月にはガーデニン
グ教室でリフレッシュ、
３月には『家の光』記事を活用した
コットンパールのネックレスづくりを楽しみました。
部員大募集中！私たちと一緒に活動してみませんか？

「新しいこと」探そう！楽しもう！

できることから始めよう！

問い合わせ先

小暮 恵子

当部会は、
30代～50代部員23名で活動しております。
コロナ以前は、健康を考えた料理や、米の消費拡大を目的にし
た米粉料理の研修会を行っておりました。
また、
食の安全・安心を学ぶため、
横浜港の積み倉庫に日帰り研修を開催いたしまし
た。
海外から輸入された野菜を見て、
改めて地産地消を実践していこうと思いました。
とにかく楽しいこと、
食べることが大好きな
仲 間 が 集 まってお り ま
す。いつでも部員を募集
しておりますので、お気
軽にお問合せください。

「コロナ禍で活動自粛…わたしたちは、何もできない？」と、悩ましい令和２年度
のスタート。中止や延期も、大切な命を守るためには必要なことです。しかし、ずっ
とこのままではいられません。
令和２年度は、これまでの活動を基本に、感染対策を講じながら活動しました。令
和３年度は、リモートで研修旅行に行ったり、農業やくらしに関する学習会を開いた
り、今までに取り組んだことのない新しい活動に挑戦します。今できる「新しいこ
と」を探すことも活動のうちと考え、部員全員で前向きに楽しんでいきたいです。

問い合わせ先

当フレッシュミズ部会は、コロナ感染防止の為仲間で集まる活動は行わず、家でで
きる活動として、マスクの輪(和)運動を実施いたしました。
マスクの輪(和)運動は、マスクをあげて、もらった人が別の人にマスクをあげること
で、優しい気持ちが輪のように広がることを願い行う活動です。
友達にマスクを渡すときは、『お互い頑張ろう』と声を掛け合いました。人との接
触も最低限ですみ、コロナ禍でも少しの工夫で活動することができました。
笑顔で仲間と会えるまで、しばしの我慢です。

活動予定

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
URL：https://jahokusai.jp/

担当 風間

フレミ
ズ部員
大募集
!!

ＪＡ女性部フレッシュミズ部会では、互いに
学び交流しながら、料理教室・スポーツ大
会・ボランティア・親睦旅行、手芸や趣味
の集いなど、楽しく活動しています。

【申込・問い合わせ】
加入方法や年会費など、詳しくは各JAの問
い合わせ先、または事務局（ＪＡ埼玉県中央
会）
までお問い合わせください。
※QRコードを利用する場合は
各ホームページの
「問い合わせフォーム」
から
お尋ねください。

令和３年度JA埼玉県女性協フレッシュミズ部会の

◆９月29日 …………
◆10月26～28日 ……
◆11月21・22日 ……
◆12月16日 …………
◆令和４年３月 ……

編集後記
フレッシュミズセミナー（場所／埼玉県伊奈町）
第25回フレミズ全国交流集会（場所／ＪＡビル）
彩の国食と農林業ドリームフェスタ（場所／埼玉県行田市）
埼玉県家の光大会（場所／埼玉県加須市 むさしの村）
ソフトバレーボール交流会

ＪＡ埼玉ひびきの 営農販売課 担当 茂木
住所： 本庄市早稲田の杜1-14-１
TEL：0495-24-7721
URL：http://ja-hibikino.jp/

上記のＪＡ女性部
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！
農家・非農家を問わず、
ＪＡ、
食や農に関心のある女性なら
どなたでも加入できます。

マスクの輪(和)運動

問い合わせ先

倉野内 直子

フレッシュミズ部会の皆様が、コロナ禍でも
仲間の輪を大切に頑張っていらっしゃること
に 感 動、感 謝 で す。こ ん な 勉 強 を し た い よ！こ

んな楽しい活動してみたいよ！など、どしどし情報をお寄せください。中央会
事務局も皆様の活動を全力でサポートしてまいります。

※コロナ禍の状況により、変更の可能性がありますのでご了承ください。

JA埼玉県中央会事務局

編集委員●ＪＡ埼玉県女性協フレッシュミズ部会一同
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」

一同

