フレミズの力発揮

グルテンフリーを学ぶ
第22回交流集会

神奈川県鎌倉市

Ｈ28 年度事業報告

埼玉県では、16ＪＡ
（うちＪＡ女性組織設置は14ＪＡ）のうち7ＪＡがフ
レッシュミズ部会を設置しており、
部員数は合計248名となっています。
埼玉
県フレッシュミズ部会では、
年間に様々な活動を行い、
学習やレクリエーショ
ンを通して交流を深めています。しかし一方で、部員数の増加と、次期リー
ダーの育成が急務となっています。
そこで、
みなさまに興味を持っていただき、
仲間になっていただくきっかけになればと思い、
本紙を発行しています。
埼玉県のフレッシュミズは、明るく！楽しく！活動して、もっと元気なフ
レッシュミズになるよう、
次世代を育て、
「食」
と
「農」
をつないでいくことを目
標としています。

28/ 8/4

グルテンフリーカフェ
「Rice Terrace かまくら」
および農協連即売所
今回の交流集会は県
外へ飛び出し、視察研
修をしました。米粉の
安全性や健康促進機能
について、試食しなが
ら学びました。また、
米消費拡大という視点
からも米粉の大切さに
ついて学ぶことができ
ました。

体験発表でフレミズの意識向上

平成28年度 ＪＡ関東甲信越地区交流集会
熊谷市 マロウドイン熊谷 他
今回は埼玉県での開催です!!

～米 粉 料 理
研修～
米粉には小麦粉特有のグルテンが含まれておらず、
アレルギーを持っている方にも安心で、かつ美味しい
パンやケーキ、揚げ物などを作ることができるという
ことに、皆さん驚きの様子でした。

～視察研修～
鎌倉市内にある、農協連即
売所を視察し、直売所の運営
や安全管理の方法などについ
て学び、自分たちの農家運営
の参考とすることができまし
た。

参加者の声

米粉パンがもち
もちで美味。
即売所アツかっ
た～！！

29/ 3 /26

鴻巣市 コスモスアリーナふきあげ

スポーツを通じて、部員同士の交流を深め

るために、ソフトバレーボール交流会を行い

ました。県内の部員だけでなく、茨城県や東

京都からの部員も招待し、コートは笑顔と歓

参加者の声

いろんな県の部
員さんとたくさ
んおしゃべりし
ました！勉強に
なる～！
！

声 で あ ふ れ ま し た。競 技 は ９ チ ー ム が ３ ブ

全国女性大会では、
「おらが自慢の国産農
畜産物」というテーマで、30秒間スピーチ
をしました。他県の農産物自慢を聞きました
が、知らなかったことがたくさんありまし
た。最後は、「今後、ＪＡ女性組織メンバーと
して取り組むこと」をテーマにグループワー
クをしました。みんなの考えはとても勉強に
なり、今後の活動における課題のヒントをた
くさん得ることができました。

ロックに分かれて総当たりで試合をし、それ

東京都 東京・ホテルイースト 21

ぞ れ の ブ ロ ッ ク の 優 勝 チ ー ム は 茨 城Ｂチ ー

埼玉県 家の光大会

ム、さいたまＡチーム、さいたまＢチームで

28/12/ 8

レ ゼ ン ト 抽 選 会 を 行 い、

文化と交流

大会は大盛況で終えるこ

29/1/24～25

とができました。

フレミズパワー集結

参加者の声

久々の運動！
楽しかった～！
お土産ももらえ
てお得♪

した。競技終了後は各ＪＡ活動についての情

森永乳業の講師を招き、「牛乳を使っ
た料理研修」を実施しました。森永乳業
の製品を使った簡単でおいしい「おにぎ
らず」や、スープ、デザートも作り、乳
製品の活用方法について学びました。そ
のあとには、県フレッシュミズ部会の会
長・副会長を講師に、デコパージュを行
いました。皆さんが各々の意匠を凝らし
た バ ッ グ を つ く り、異 な
参加者の声
る地域のフレミズ同士、 勉強になり、
とても
楽しく交流することがで 楽しかった♪
家族に作って食べ
きました。
させてあげたい！
！

報交換や、ゲームをしました。最後は、部員

28/ 9 /29

JA埼玉県 女性協
フレッシュミズ部会
平成29年 7月発行

バレーボール大会
！
熱
白
第7回ソフトバレーボール交流会
らが持ち寄った地域の特産品のＰＲとしてプ

鴻巣市 吹上生涯学習センター

参加者の声

楽しい２日間
でした！！

関東甲信越地区のフレッシュミ
ズの仲間が集まり、交流集会が開
催されました。各組織の活動状況
についての発表やグループワーク
を行いました。
１日目は、活動発表やグループ
ワークを行い、２日目は視察研修
でした。
１日目のグループワークでは、「フレッシュミズで実現させたい
夢をかたちにしていくにはどうするか」を話し合い、発表しました。
熊谷市・マロウドイン熊谷にて開催しました。有意義な交流集会
になるよう企画をしました。視察研修では、花の競り市場「鴻巣フ
ラワーセンター」や「道の駅めぬま」、
「妻沼聖天山」に行きました。
埼玉県の魅力を県内外へたくさん発信し、充実した２日間になりま
した。
29年度の舞台は長野県で
す！長野県の盛んなフレッ
シ ュ ミ ズ 活 動 や、「食」と
「農」について楽しく交流
しながら学びましょう！

牛乳料理で健康増進
フレッシュミズセミナー

全国女性大会

28/10/18～19

リーダーの育成 全国で
第20回 全国交流集会

28/11/1～2

横浜市 新横浜プリンスホテル
吉見町 吉見町民会館 フレサよしみ
家の光大会のアトラクションで、部員らに
よる『家の光』2016年12月号掲載の親と子
の童話「クリスマスのおとしもの」の読み聞
かせを行いました。最後には、女性部長や事
務局と一緒に「きずなの
力」音頭を披露しました。
参加者の声
サンタさん
ありがとう！

全国のフレッシュミズが集まり、地域を越えた
情報交換を行い、次世代リーダー育成を目的に交
流集会が開催されました。「咲き誇れ!フレミズ活動
“わたしの一歩”」作文コンクールの発表を聞き、
そのあとはグループワークを行いました。大分県
佐伯市まちづくり推進課「食育
推進・男女共同参画係」総括主幹
の柴田真佑先生による心温まる
講演を聞き、「誰かのために！を
力に変えて…～震災、わたした
ちにできる防災と食について
～」を 考 え ま し た。全 国 各 地 か
ら集まった部員らの考えや思い
はすばらしいものばかりで、と
ても勉強になりました。

参加者の声

手書きPOPを体験。
POPmagicで
すごい宣伝効果！
先生のアドバイス
で色々アレンジ♪

県内各地でユニークな活動を展開
各JAフレッシュミズ活動

新 会 長 あ い さ つ

桑田 裕加里

ＪＡ埼玉県
フレッシュミズ部会

部会長

年度より埼玉県フレッシュミズ部会の

29

みなさん、こんにちは。

平成

部長を務めさせていただくことになりました

桑田裕加里です。

この埼玉県女性組織協議会フレッシュミズ

部会は県内７ＪＡのフレッシュミズ代表者か

ら構成されている組織で、地域を越えた部員

同士の交流やリーダー育成を目的とした『フ

レミズプチセミナー』
『フレミズ交流集会』
『ソ

フトバレーボール交流集会』などを開催して

います。また関東甲信越交流集会や全国交流

集会などがあり、他県や全国のフレミズと友

達になれる機会もたくさんあります。

皆さんの「こんなことやってみたい！」と

いう思いをぜひ一緒に形にしてみませんか？

フレミズの仲間一人一人が主役です！そして

「自分たちで作り上げる」というのがフレッ

シュミズという組織の大きな特徴だと思いま

ＪＡさいたま 営農経済課 担当 橋本
住所： 北本市本町7-66
TEL：048-593-7811 FAX：048-593-7810

す。皆さんが楽しめる活動ができるように微

問い合わせ先

力ではありますが私も精一杯がんばりたいと

<29年度 年間スケジュール>
６月 廃油石鹸＆ホウ酸だんご作り（北本・中丸
公民館） 夏休み クラフト（鴻巣・吹上公民館）
８月 暑気払い 12月 伊達巻作り（鴻巣・吹上
公民館） ２月 新年会＆来年度事業計画 ３月
味噌作り（鴻巣・吹上公民館）
＊他、フラダンス、ソフ
部会長
トバレーボール（鴻巣･
矢部 ゆかり
コスモスアリーナ吹
上）を毎月やっていま
す。
（フラダンスは只今、緊急会員大募集！）
他支部との交流会など、まだまだ企画中。お
気軽にお問い合わせ下さい。一緒に新しい
ことはじめませんか？

思います！

北部ブロック

１年間、どうぞよろしくお願いします。

JAさいたま

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

旧 会 長 あ い さ つ

ＪＡ埼玉県
フレッシュミズ部会

矢部 ゆかり

（前ＪＡ埼玉県フレッシュミズ部会 部会長）

副部会長

日頃から埼玉県フレッシュミズの活動にお

きましては、多大なご理解ご協力を頂きまし

を植え、11月の収穫体験までの指導を行ってい
ます。秋の収穫、児童たちはさつまいもを掘り
上げて手にとり、「採れたよ」と目を輝かせ満面
の笑顔を見せ
て く れ ま す。
この笑顔を楽
しみに、少ない部員ですが試行錯
誤しながら楽しく活動しています。

当部会は、昨年度ＪＡさいたまフレミズと合
同で、群馬県上野村にてノルディックウォーキ
ング研修を実施しました。満開の枝垂れ桜の中
のウォーキングで心身ともにリフレッシュでき
ました。また、女性部員にどら焼きや草もちな
ど伝統的な和菓子を教わる料理教室も実施しま
した。手芸では、
部会長
ジッパーでブ
小暮 恵子
ローチを作り
ま し た。食・
健康・趣味など幅広い活動をして
おります。今年度は、キムチ作りや、
焼肉のたれ作りを実施する予定で
す。

JAふかや 営農企画課 担当 馬場
住所：深谷市人見1935-1
TEL：048-574-1159 FAX：048-574-1163

問い合わせ先

平成29年度
参加資格

①ＪＡ女性部員であること
②年齢制限等
各ＪＡにお問い合わせください。

年会費

各ＪＡにお問い合わせください。

お近くのJA支店へお申込みください。

今年も、交流集会やセミナー、ソフトバレーなど県内で楽しい活動を企画しています。参加を
お待ちしてます！気になった方は事務局へ連絡して下さい。
みなさんのＪＡで、こんな勉強をしたよ！こんなに楽しい活動をしているよ！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 一同
フレッシュミズ部会 一同

て、誠にありがとうございます。

ファームで、児童たちと一緒にさつまいもの苗

ＪＡ女性部フレミズ部会では、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
おります。

ＪＡ埼玉ひびきの 企画管理課 担当 清水
住所： 本庄市早稲田の杜1丁目14-1
TEL：0495-24-7711 FAX：0495-23-1718

JAほくさい

ＪＡふかや本郷支店女性部は、食農教育の一

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！

昨年度は、関東甲信越フレッシュミズ交流

問い合わせ先

環として、毎年６月に地元の小学校内の学校

問い合わせ先

会の開催県となり、早い時期から準備をし、

ＪＡいるま野 生活組織課 担当 森
住所： 川越市今成2丁目29-4
TEL：049-227-6325 FAX：049-224-1617

部会長
遠藤 成美

皆様のお力で無事に終えることができまし

た。今までとは違った埼玉県の魅力ある所を

捜し出し、紹介しました。埼玉県の良さを再

発見した会となり、皆様のご支援に感謝の気

編集委員●JA埼玉県女性協

持ちでいっぱいです。

ＪＡくまがや 生産振興課 担当 内田
住所： 熊谷市箱田5-8-2
TEL：048-524-8721 FAX：048-526-1220

編集後記

また、県の部会長をさせていただいて、ＪＡ

問い合わせ先

私たちフレッシュミズ部会は、現在10名で楽しく
活動しています。
去年は、カリフラワーやロマネスコを使った料理
教室を開催し、プチパーティーをして楽しみました。
特に、和風サンドイッチは生のカリフラワーの食感
がよく、とても好評でした♪
ま た、寄 せ 植
部会長
え 教 室 で は、ハ
牧野 涼子
ロウィンとクリ
スマスに向けた
草花を植えて、季節感を楽しみました。
興味ある分野に積極的に挑戦していき
たいと考えています。ぜひ部会員になっ
て、
いっしょに活動してみませんか？

JAふかや

昨年度は、まず４月に計画していた熊谷市在住の野菜
ソムリエ牧野悦子先生による地元熊谷の野菜を使った料
理講習会を開催しました。今までの料理講習会とは違
い、段取りを丁寧に細かく教えていただきました。時間
の経つのも忘れ、本当に楽しいひと時を過ごすことがで
き、家庭でもぜひ実践したいと思いました。
8月は女性部の方々と草木染め講習会に参加し、10月
部会長
は毎年恒例のリンゴ狩り、11月・12月・3月はそれぞれ
大山 久美子
の班での味噌作
り、1月は手芸講
習会を開き、ピーピーバンドを使った籠
作り、3月は交流会に向けてソフトバレー
の練習を行いました。毎年新しい事に挑
戦して、楽しく活動しています。

部員
ズ
ミ
レ
フ
!!
大募集

が協同の和を持った素晴らしい組織であるこ

ＪＡあさか野 本店 生活課 担当 杉戸
住所： 新座市野火止4-5-21
TEL：048-479-1011 FAX：048-479-1119

JA埼玉ひびきの

ＪＡいるま野には、北部・所沢・入間・狭山・西部
の５地域にフレッシュミズがあり、それぞれ各地域ご
と「手芸教室」
「フラワーアレンジ教室」
「ボウリング大
会」
「寄せ植え教室」
「白菜キムチ作り教室」など楽しい
活動を行っています。また、毎年夏休みには、お子さん
と一緒に楽しめる日帰りふれあい研修旅行も開催し
て お り ま す。昨
部長
年 度 は、山 梨 県
桑田 裕加里
での明野ひまわ
り 畑 の 散 策、清
里萌木の村でオルゴール作り体験や買
い物を楽しみ交流を深めました。私た
ちと一緒にフレミズを盛り上げてくれ
るメンバーを大募集中です！

JAくまがや

問い合わせ先

とをたくさん学ばせて頂きました。このご縁

JAいるま野

平成28年12月に発足し、現在22名の部会員で活
動しています。発足後初の活動として「お菓子作り
教室」を開催しバレンタインに向けてチョコチップ
入り簡単スコーンと、マカロンに挑戦しました。今
年度は、「うどん作り教室」、「手芸教室」などを計
画しています。発足したばかりでまだまだ手探り状
態ですが、部会
部会長
員相互の交流を
長谷部 夕桂子 深めながら、楽
しく活動してい
きたいと考えています。
また、部会員で相談しながら魅力あ
る活動を企画し、新しい仲間を積極的
に増やしていきたいと思います。
問い合わせ先

が全国に広がり、フレッシュミズの仲間と繋

JAあさか野

がっています。ＪＡの仲間たちとともに安全と

ＪＡさいたま 生活福祉課 担当 細田
住所： さいたま市浦和区領家4-24-16
TEL：048-831-9416 FAX：048-593-7810

安心のある豊かな暮らしをこれからも求めて

問い合わせ先

いきたいですね。フレッシュミズの更なる発

会員の増員と健康管理活動を目的に、ＪＡくらしの活
動の一環として ①エーコープ体にやさしい「お酢を使っ
た料理教室」②藍染教室 ③みそ造り教室を開催しました。
①料理教室では、1）黒豆ずし 2）なすのゼリー 3）きゅ
うりとオクラのピリ辛和え 4）鶏肉ウィングスティック
酢醤油煮 5）五色かきたま汁の計
５品を楽しく作り、②藍染教室で
部会長
は、世界に１つだけの、マイ「トー
高岡 陽子
トバック」を作り、③みそ作りで
は、添加物を一切使わない、安全・
安心なみそを作りました。
それぞれの教室の後、ちょっとしたお茶タイムもあり、
おしゃべりも楽しいです。他にも楽しめる企画を考えてい
きますので、一緒に活動してみませんか？

展を期待しています。３年間本当にありがと

中部ブロック

うございました。

JAさいたま

事務局●JA埼玉県中央会 くらし・農政広報課

電話048－829－3307

活動予定

ＪＡほくさい 営農部営農販売課 担当 風間
住所： 羽生市東7丁目15番地3
TEL：048-563-3000 FAX：048-561-4530

参加者
大募集!!!

８月上旬
交流集会 ヨガ教室 場所／埼玉県幸手市
９月上～中旬 第21回フレッシュミズ全国交流集会 場所／JAビル
９月下旬
フレッシュミズセミナー 料理教室 場所／埼玉県鴻巣市
10月
関東甲信越地区フレッシュミズ交流集会 場所／長野県長野市
２月中旬
県代表者会議 場所／埼玉県内
11月29日
県家の光大会 場所／むさしの村
『家の光』の読み聞かせを披露して、普及につなげよう！
３月中旬
ソフトバレー交流会 場所／埼玉県内
スポーツを通じて交流しましょう！スポーツが苦手でも大丈夫！
平成29年5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。

