第１号議案

平成２７年度事業報告
私たちは県ＪＡ女性組織協議会からの財政支援を受け、地域での活動はもとより、
県域での交流を通し地域を超えた仲間作りをすすめ、情報交換や相互交流を活性化し、
将来の女性組織を担うべく、仲間づくりに積極的に取り組みました。
また、食と農を基軸とした活動やくらしをベースとした活動を実践し、こうした活
動についてＪＡ内外に広く認知されるよう積極的にfacebook等を活用した情報発信
を行いました。
１．私たちの組織
県内ＪＡ数 ２０ＪＡ
フレッシュミズの会員
県フレッシュミズの会会員組織数 ７組織
会長：
小橋 覚子 （水戸）
副会長： 一條 照美 （なめがた）
宮本 真紀 （土浦）
組織数
会員数

２８年１月末
７
１８２

２７年１月末
８
２４９

増減
▲１
▲６７

平成２８年１月３１日現在

県フレッシュミズの会未加入組織
ＪＡ北つくば １組織 会員数

１２名

平成２８年１月３１日現在

２． 私たちが運営したもの
（１）通常総会 平成２７年４月１３日（月） １３名
①平成２６年度事業報告について
②平成２７年度事業計画並びに収支予算（案）について
（２）臨時総会 平成２７年９月２日（水）
役員の選任について

９名

（３）役員会
第１回
平成２７年６月２日（火）
８名
①県フレッシュミズ交流集会について
②ＪＡ関東甲信越地区フレッシュミズ交流集会について
③平成２７年度ＩＢＳさわやかモーニングについて
第２回
平成２７年７月１５日（水）
８名
①県フレッシュミズ交流集会について
②ＪＡ関東甲信越地区フレッシュミズ交流集会について

第３回
平成２７年９月２日（水）
９名
①県フレッシュミズ交流集会について
②ＪＡ関東甲信越地区フレッシュミズ交流集会について
③平成２７年度フレッシュミズ全国交流集会について
第４回
平成２８年１月１５日（金）
８名
①県フレッシュミズ交流集会総括について
②県フレッシュミズの会通常総会について
③平成２８年度活動計画について
④ＪＡ埼玉県女性協フレッシュミズ部会「ソフトバレーボール交流会」
について
第５回
平成２８年３月１０日（木）
１０名
①平成２８年度活動計画について
②県フレッシュミズの会通常総会・集いについて
③平成２８年度ＩＢＳさわやかモーニングについて
（４）県フレッシュミズ交流集会
交流を通してお互いの親睦を深め、組織活動の活性化と拡大を図ることを
目的に通常総会後に開催しました。
＜とき・ところ＞ 平成２７年９月１３日（日）
総合病院土浦協同病院 管理棟３階 講義室
＜参 加 者 数＞
６１名
＜内
容＞
①講演 「乳がん検診と治療のはなし」
総合病院土浦協同病院 乳がん看護認定看護師 関 知子 氏
②家の光・農業新聞紹介
③フレッシュミズの会活動報告
④家の光手芸教室
「エアーパール＆ビーズのブレスレット」
「牛乳パックのびっくり箱」
※参加者負担金 大人１,０００円 子ども５００円

（５）ＪＡ関東甲信越地区フレッシュミズ交流集会
＜とき・ところ＞ 平成２７年１０月２０日（火）～２１日（水）
大洗ホテル
＜参 加 者 数＞
１８名
＜内
容＞
①活動状況の発表
②ＪＡなめがたより報告事項
「『なめがたファーマーズヴィレッジ』への新たな挑戦」
ＪＡなめがた 総務企画部 曾田 晴美 氏
③グループワーク
④グループ別発表

⑤情勢報告
「ＪＡはフレッシュミズを応援しています！！」
くらしの活動推進部 女性組織対策室 考査役 大村 桂 氏
⑥ＪＡ全農より報告事項
「Ａコープマーク品とは」
ＪＡ全農 生活リテール部 ネット宅配事業課
浅野 みなみ 氏
３．私たちが参加したもの
（１）フレッシュミズ全国代表者会議
＜とき・ところ＞ 平成２７年５月７日（木）～８日（金）
東京都 ＪＡビル
＜参 加 者＞
小橋 覚子（水戸）
（２）公益社団法人茨城県栄養士会主催リーダー研修会
＜とき・ところ＞ 平成２７年８月１日（土）
常磐大学
＜参 加 者＞
小橋 覚子（水戸）
小沼 美奈（水戸）
一條 照美（なめがた）
山崎 厚子（なめがた）
山崎 美奈子（なめがた）
野原 一代（なめがた）
藤田 奈美（なめがた）
（３）第１９回ＪＡ女性組織フレッシュミズ全国交流集会
＜とき・ところ＞ 平成２７年１０月２８日（水）～２９日（木）
東京都 ＪＡビル ＫＫＲホテル東京
＜参 加 者＞
小橋 覚子（水戸）
日向寺 恵美（しおさい）
（４）第６１回ＪＡ全国女性大会
＜とき・ところ＞ 平成２８年１月１９日（火）～２０日（水）
東京都 ホテルイースト２１東京
＜参 加 者＞
小橋 覚子（水戸）
一條 照美（なめがた）
（５）第６回ＪＡ埼玉県女性協フレッシュミズ部会「ソフトバレーボール交流会」
＜とき・ところ＞ 平成２８年３月１３日（日）
埼玉県鴻巣市「コスモスアリーナふきあげ」
＜参 加 者 数＞ ５名（土浦）

４．私たちの広報活動
（１）茨城放送「ＪＡさわやかモーニング」
フレッシュミズの活動や農業の状況を広く知らせる活動として各フレッシ
ュミズの会より出演しました。
(フレッシュミズの会：隔月第１水曜日9:35～9:45)
敬称略

期日
7/1
9/2
11/4

女性部名
県フレッシ
ュミズの会
土

氏
小 橋

浦 宮 本

つ く ば 市

名

覚 子 県フレッシュミズの会について
真 紀 ＪＡ土浦フレッシュミズの会について

河 村

初 枝

1/6

な め が た 一 條

照 美

3/2

し お さ い 安 藤

良 子

3/31

県フレッシ
小 橋
ュミズの会

覚 子

谷

田

部

内容

ＪＡつくば市谷田部フレッシュミズの会
について
ＪＡなめがたフレッシュミズの会につい
て
ＪＡしおさいフレッシュミズの会につい
て
平成２８年度茨城県ＪＡフレッシュミズ
の会通常総会・集いについて

（２）機関紙「県ＪＡ女性協だより」の発行
平成２７年度における県女性協や各地区女性部、県フレッシュミズの活動の
内容や活動に参加された方々の声を写真とともに紹介しました。
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（３）facebookを活用した情報発信
平成２７年度におけるフレッシュミズの活動の内容や活動に参加された
方々の声を写真とともに紹介しました。
掲載内容
4/13 県フレッシュミズの会通常総会
4/19 汐菜キャベツの料理教室（しおさい）
5/23 交流会（水戸、しおさい、なめがた）
7/12 ジャガイモ収穫祭（土浦）
7/31 県フレッシュミズ交流集会予告
8/3 土浦キララ祭り（土浦）
8/3 公益社団法人茨城県栄養士会主催リーダー研修会（水戸、なめがた）
9/17 県フレッシュミズ交流集会
10/20 ＪＡ関東甲信越地区フレッシュミズ交流集会
11/11 フレミズ交流ページ「フレミズおしゃべり畑」紹介

更新日

５．活動財源について
県フレッシュミズの会の活動財源については、県女性組織協議会の決定にもと
づき５０万円の助成を受けています。

