フレミズの力発揮 Ｈ29年度事業報告
埼玉県では、16ＪＡ
（うちＪＡ女性組織は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247
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
様々な活動を実施し、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、高齢化が進んできており、次
期リーダーの育成が急務となっています。
そこで、
皆さんに興
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
る様、
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。

ヨガで健康促進!!
第23回交流集会

29/ 8/8

幸手市 ヘルシーアカデミー
今年の交流集
会は自然食レス
トランで健康を
学ぶとともにヨ
ガを行いまし
た。自然の原理
（バイオテクノ
ロジー）を取り入れ、小麦本来が持つ自然の「旨
み」について、自然食レストランを
通じて学びました。
参加者の声
１時
硬かった体が、 く
か
ら
間のヨガで柔
ル！
ク
ラ
なった！ミ

～視察研修～

幸手市のKKヘルシーアカデミーヨガアシュラム
を視察し、ヨガを通じた健康促進を体験しました。
体を動かすことにより仲間と楽しく交流すること
ができました。

～ 小 麦 料 理 研 修～
ヘルシーアカデミー社長の酒寄氏に講演をいた
だき有意義な時間を過ごすことができました。自
然食レストランでの国産小麦・あこ酵母を使用し
たこだわりの天然酵母の「発酵パン」に皆さん感
銘を受けました。

「ニコ・ニコおむすびレシピ大賞」受賞
JAいるま野狭山女性部

フレッシュミズ ライムの会
平成29年９月号の家の光でJA女性組織学習企画のひとつとして
募集された「ニコ・ニコおむすびレシピ大賞」をJAいるま野狭山女
性部フレッシュミズライムの会が受賞しました。狭山市特産のお茶
の風味を生かし、独創的で様々なアレンジができることが評価を受
けたものです。
ライムの会のモットーは、「自分たちがやりたいことを自ら企画
し、仲間たちとともに楽しみながら学習を深める」ことです。今回
の受賞はそれらが実を結んだ結果と会員一同大変喜んでいます。
また４月６日には、このたびお世話
になった方々をお迎えし祝賀会を開催
しました。皆さんのお言葉を受け、今
後も様々なことにチャレンジし仲間を
増やして活動を充実させていこうと気
持ちを新たにしています。

関東甲信越地区のフレミズとの交流を通して
平成29年度 ＪＡ関東甲信越地区交流集会 意識向上
長野県松本市 ホテル翔峰 他
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 の 視 察 研 修 で は、ＪＡあ
づみ農産物直売所「ハイジの里」
や「旧開智学校」、「松本城」に行
きました。
２日目のグループワークでは、
『朝食に何を食べるか』について
話し合い、発表しました。県外の
フレッシュミズ部員から、様々な
情報を得ることができ、とても充
実した２日間でした。
30年度の舞台は千葉県です！千
葉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！

吹上生涯学習センター
エーコックの講師を招き、「鍋を
活用した、簡単おいしい料理教室」
を実施しました。タンドリー風チキ
ンや、レタスのネバトロサラダ、数
種類のおにぎりも作り、鍋の活用方
法について学びました。そのあとに
は、家の光協会の青木講師により「リ
バティプリント生地で作るラッピン
グネックレス」を作成しました。皆
さんが思い思いのネックレスをつく
り、異なる地域のフレミズ同士、楽
しく交流することが
できました。

30/ 3 /11

白熱！バレーボール大会 第8回ソフトバレーボール交流会

参加者の声

を
一生懸命ボール
ば
ん
追いかけ、が
！
りました！

参加者の声

具を
画期的な調理器 し
楽
て
使って調理し
！
！
た
っ
く参考にな

フレミズパワー集結 全国女性大会
ホテルイースト 21 東京

参加者の声

８県の方々と交
流することが
出来ました。所
変われば…で
色々なお話が聞
けました。

鴻巣市 コスモスアリーナふきあげ

29/ 9/27

JA埼玉県 女性組織協議会
フレッシュミズ部会
平成30年 7月発行

ス ポ ー ツ を 通 じ て、部
員同士の交流を深めるこ
と を 目 的 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、東 京 都 や 群 馬
県、茨 城 県 か ら の 部 員 も
招待しました。
コートでは笑顔と歓声
が あ ふ れ、に ぎ や か に 試
合 が 進 み ま し た。競 技 は
９チームが３ブ
ロックに分かれて
総当たりで試合を
し、それぞれのブ
ロックの優勝チー
ムは群馬チーム、
さ い た まＡチ ー
ム、さ い た まＢ
チームでした。
競技終了後は各
ＪＡのフレミズ活
動についての情報
交換や、防災講座
を開きました。
部員らが持ち
寄った地域の特産
品をＰＲし、お楽
しみ抽選会も行
い、大盛況で終え
ることができまし
た。

調理器具を有効活用!!
フレッシュミズセミナー
鴻巣市

29/11/8～9

30/1/24～25

全国女性大会では、各地区代表に選出された６名の「ＪＡ女性組
織活動体験発表」を聞きました。他県の体験発表を聞きましたが、
知らなかったことがたくさんありました。２日目は、「参加者全員
でこれからのＪＡのこと、地域のことを考えよう！」をテーマにワー
ルドカフェを開きました。皆さんの考えはとても勉強になり、今後
の活動における課題解決のヒントをたくさん得ることができまし
た。加工品の展示コーナーでは、
ＪＡさい
たまから「フルーツ酢」を出展しました‼
参加者

の声

皆さんの
パ
を聞けま ワフルなお話
した！フ
もがんば
レ
らなくち ミズ
ゃ！

文化と交流
加須市

29/11/ 29

埼玉県 家の光大会

むさしの村 ファミリー館
家の光大会のアトラク
ションで部員らによる
『家 の 光』2017年12月
号掲載の「おふろのした
てやさん」の読み聞かせ
を行いました。
演劇を交えた楽しい読
み聞かせができました。
フレミズの仲間で作った
劇は、会場を笑顔にする
の声
木枯らしや
参加者
んのお話。 出る効果
さ
屋
呂
ことができました。
風
冬のお
が湧き
ウ、お風呂
夜のフクロ に入れてみました。
中
音を朗読の

リーダーの育成 全国で
第21回 全国交流集会
KKR ホテル東京

29/10/25～26

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、次世代リーダーの育成
を目的に交流集会が開催されました。「フレ
ミズ活動“わたしの一歩”」作文コンクール
の発表や「なぜ日本食は体に良いのか」等の
講演、グループワークを行い、フレッシュミ
ズ活動を行う上で重要なことを学びました。
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

イケメン和食料理人
、笠原
将弘さんをお招きし
ての
講習会は大好評でし
た！

県内各地でユニークな活動を展開
各JAフレッシュミズ部会の活動紹介

平成30年度 会長挨拶

みなさん、こんにちは！

初めてドリームフェスタに参加させていただけることになり、これ

埼玉県フレッシュミズ部長の桑田裕加里です。

をきっかけにフレミズの活動の幅がどんどん広がっていくと嬉しい

昨年度、部長に就任した時は果たしてこんなわたしに県フレミズ

なと思っています。ぜひみなさんの「やってみたい！」を一緒に形

ＪＡ埼玉県
フレッシュミズ部会

の部長職なんて務まるのだろうか？と本当に不安でしたが『引き受

にしてみませんか？そしてその思いを仲間と作り上げていく、これ

けたからにはとにかく全力で楽しむ！』と気持ちを切り替え、1 年間

こそ協同の力だと思います。一緒に『笑く笑く』することを見つけ

桑田 裕加里

県フレミズ活動に取り組んで参りました。今年度はフレミズとして

ましょう！本年度もよろしくお願いいたします。

部会長

JAさいたま 北部ブロック

部会長

JAさいたま 中部ブロック

矢部 ゆかり

＜30年度 年間スケジュール＞
６月 手芸（北本・中丸公民館）
７月 フラ祭り（むさしの村）
８月 暑気払い（北本）
焼肉のタレ作り（鴻巣・吹上公民館）
11月 料理講習会（北本・中丸公民館）
12月 伊達巻き作り(鴻巣・吹上公民館)
２月 新年会＆来年度事業計画（北本）
味噌作り（鴻巣）
※フラダンス、ソフトバレーボール（コ
スモスアリーナ吹上）は毎月やってい
ます。お気軽にお問い合わせ下さい。
まだまだ企画中！一緒に新しいことは
じめませんか？

問い合わせ先

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

部長

ＪＡさいたま 生活福祉課 担当 石田
住所： さいたま市浦和区領家4-24-16
TEL：048-831-9416 FAX：048-831-9224

JA埼玉中央

JAあさか野

JAふかや

大山 久美子

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

員
部
ズ
ミ
フレ
!!
大募集
編集後記
編集委員●JA埼玉県女性協

JAさいたま
北部ブロック
中部ブロック

部会長

酒井 陽子

問い合わせ先

JAふかや本郷支店女性部は、食農教育の

の指導を行っています。昨年度はさつまいも
の収穫量があまり多くなかったのですが、そ
の中で野菜を育てることの大変さや楽しさなど
を学びながら活動ができました。
少ない部員ですが、和気あい
あいと楽しく元気に活動をして
います。

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

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。

問い合わせ先

平成30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 一同
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
８月10日

９月27日
10月30・31日
11月17・18日
11月22日
12月
２月中旬
３月10日

部会長

小暮 恵子

当部会は、夏に焼肉のたれ作り、冬にキム
チのたれ作りを行っています。
キムチは、ふるさとの味伝承士にご指導い
ただき、本格的なたれを作る事ができました。
教えて頂いたキムチうどんや、チヂミは絶品
でした。
自家製のたれは大変好評で、活動の輪が広
がっています。
今年は、米粉を使ったチョコ
レートブラウニー作りと、電球
を使用した、インテリアアート
に挑戦します。
興味がございましたら、是非
ご参加ください！

緒にさつまいもの苗を植えて、収穫体験まで

問い合わせ先

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1-14-1
TEL：0495-24-7711 FAX：0495-23-1718

JAほくさい

一環として毎年地元の小学校の児童たちと一

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！

フレッシュミズ部会 一同

高橋 栄子

JAいるま野

29年度の活動内容は、５月に布のティッシュカ
バー作り、７月は山梨県へ桃とさくらんぼ狩りに、
11月はりんご狩り、そして手芸講習会としてピー
ピーバンドを使い、今年はハート型の小物入れを
作りました。11月～２月には３班に分かれてのみ
そ作り、１月は共同購入品を使っての料理講習会
を開き、きゅうりのパリッパリッ煮など計８品作
りました。２月は明治神宮、ＮＨＫスタジオパーク
など東京方面への研修旅行、３月はソフトバレー
ボール交流会に向けての練習を毎
週水曜日に４回ほど行いました。
私たちは、リフレッシュするこ
とで日々の仕事と生活が充実する
よう頑張って活動しています。

問い合わせ先

JA南彩

JAちちぶ

部会長

昨年度は２月に日帰り研修旅行を開催し、
親睦を深めました。初めて訪れた大田市場（東
京青果）はとても大きく、日本で一番という
取扱量に圧倒されました。ランチバイキング
や水族館にも行き、楽しいひとときを過ごし
ました。
12月は料理教室でクリスマスメニューを
作りました。ほかにも「プリザー
ブドフラワー教室」や「リンパ
マッサージ教室」など、興味あ
る活動に毎年挑戦しています。
いっしょに活動を盛り上げて
くれる仲間を募集しています。

JA埼玉みずほ
ＪＡ越谷市

部会長

JAほくさい

JA花園

蛭間 千晶

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埼玉ひびきの

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

JAくまがや

問い合わせ先

JAくまがや

JA埼玉岡部
JA榛沢

部会長

私たちJAあさか野フレッシュミズ部会は、発足して２年
目になりました。初対面だった部会員たちも、お互いに交流
しながら今ではみな楽しく活動しています。魅力ある活動、
参加しやすい時間帯など部会員にアンケートをとり、夏休み
に親子で楽しめる「手打ちうどん作り」、昼間お仕事をされ
ている部会員が参加しやすいよう「デコパージュ教室」は夜
間の開催にするなど工夫しました。「フラワーアートリウム
作り」は活動に参加した部会員の意見を取
り入れて企画しました。また、女性部の活
動にも参加させていただくなど、女性部と
の交流も深めています。今年度も楽しい活
動を企画し、新しい仲間を増やしていきた
いと思います。是非私たちと一緒に活動し
ましょう。お待ちしてまぁーす。

ＪＡさいかつ

問い合わせ先

問い合わせ先

桑田 裕加里

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
各地域ごとに「パン教室」
「観劇会」
「日帰り旅行」
「フ
ワラーアレンジメント教室」
「ボウリング大会」
「白
菜キムチ作り教室」「こんにゃく作り教室」など楽
しい活動を行っています。また、毎年夏休みには
地域合同で、親子で楽しめる日帰り旅行も開催し
ております。昨年度は神奈川県で
蒲鉾とちくわの手作り体験に挑戦。
職人技を見た後、魚のすり身を板
や棒につけてオリジナルの蒲鉾と
ちくわが出来上りお土産となりま
した。年１回の日帰り研修ですが
部員同士の交流も深めています。

JAあさか野

伊藤 芳子

中部ブロックの伊藤です。昨年度は４月に「切
り絵教室」、11月に「地元野菜を使った料理教室」、
３月に「苔玉教室」を開催しました。切り絵は出
来上がりを額に入れると立派な作品になりました。
料理教室はいつも好評で、その時に覚えた料理は
部員さん達の定番メニューになっています。苔玉
は、部屋の中に置いてあると小さな森のよ
うでとても癒されます。楽しく学び、楽し
く活動しながら交流の場を広げています。
メンバーも絶賛募集中なので、農家の方に、
限らず農業の事を知らない方にも参加して
いただき農業に対する理解を深めていただ
ければと思います。ぜひ「フレッシュミズ」
へのご参加お待ちしております。

JAふかや

JAいるま野

部会長

ＪＡほくさい 営農支援課 担当 風間
住所： 羽生市東7-15-3
TEL：048-563-3000 FAX：048-561-4530

参加者
大募集!!!
交流集会 家の光協会 東京アグリパーク視察 場所／東京都内
フレッシュミズセミナー 料理教室 場所／埼玉県嵐山町
第22回全国フレッシュミズ全国交流集会 場所／JAビル
彩の国食と農林業ドリームフェスタ 場所／埼玉県朝霞市
埼玉県家の光大会 場所／埼玉県加須市
関東甲信越地区フレッシュミズ交流集会 場所／千葉県内
埼玉県代表者会議 場所／埼玉県内
ソフトバレーボール交流集会 場所／埼玉県鴻巣市

平成30年6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。

