
子育てママ世代もＪＡで楽しく仲間づくり

フレッシュミズに
参加しよう！

－特集－

Information

■個人情報のお取扱いについて：ファインへのお問い合わせ・プレゼント応募・イベント申込などの際にいただいたお客様の個人情報（氏名、住所、電話番号、Eメールアドレ
ス等）は、ご返信・プレゼントをお届けするために使用し、他の目的には一切使用しません。また、お客様の個人情報を第三者に提供することはありません。
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人間ドックの受診は
お近くのＪＡへ

今回は、ＪＡ女性組織の「フレッシュミズ」の活
動について紹介しました。自分の時間がない、ス
トレス発散の機会がないなど、子育てに悩みはつ
きものですが、ＪＡ愛知東では、体験型の講座を
楽しみながら、子育ての悩みを共有できるママ友
づくりの場を企画しています。そのほか、趣味別
の教室やイベント盛りだくさんの女性部活動に、
みなさんも参加してみませんか？

プレゼントクイズ

●応募方法　　はがきにクイズの答え、ファインへのご意見・ご感想と
　　　　　　　住所・氏名・年齢・職業・電話番号を明記してお送り下さい。
●応募の宛先　〒441-1361 愛知県新城市平井字中田6-1
　　　　　　　ＪＡ愛知東企画管理課「ＮＥＷファイン」編集係
●締　　切　　2019年5月14日（火）当日消印有効

【問題】○に入る言葉をお答えください。
ＪＡ愛知東のフレッシュミズの名称は「○○○」と「Friends（フレンズ）」。
※クイズの正解者の中から抽選で３名様に上記の賞品をプレゼントします。

写真はイメージです。

☎0536-22-4135お申し込み・お問い合わせ：ＪＡ愛知東　組合員課

※10月１日以降の健診は、
　消費税率変更に伴い健診料金10％税込金額を予定しています
※●印は女性部員優先日、●印は生産部会員、青壮年部会員優先日
※健診の受付開始時間は各回ともに午前8:00です

健診日 会場 会場
 ５月 ９日（木）
 ５月20日（月）
 ７月 ４日（木）
 ７月 ８日（月）
 ７月26日（金）
 ８月 ７日（水）
 ８月20日（火）
 ８月28日（水）●
 ９月13日（金）
10月 ８日（火）　

健診日
10月25日（金）　
11月 ７日（木）　
11月 ８日（金）　
11月11日（月）　
12月 ３日（火）●
2020年
 １月 ７日（火）
 １月14日（火）
 １月21日（火）

山吉田店
作手支店
東栄支店
設楽支店

長篠支店

本店
鳳来寺支店
ちさと支店

ちさと支店
八名支店

本店

ちさと支店

八名支店

ちさと支店
東郷支店

【
開
催
日
程
】

素敵なパートナーを見つけるチャンス！楽しい
ランチやフリータイムで交流を深めませんか？
女性参加者にはカードリーディング体験をプレゼント

●日　時　5月19日（日）10:30～14:00
●場　所　豊川市・カフェヒマワリ（男性：現地集合、女性：送迎あり）
●資　格　男性：JA愛知東管内在住または在勤の20～40歳の独身者
　　　　　女性：地域を問わず20～35歳の独身者
　　　　　※JA愛知東は、新城市、設楽町、東栄町、豊根村を管内としています。
●参加費　男性 4,000円、女性 無料
●定　員　男女各７名　※定員になり次第締め切らさせていただきます。

☎0536-22-4135●お申し込み・お問い合わせ：ＪＡ愛知東　組合員課

3名様『ふれあい商品券
　　　3,000円分』

写真はイメージです。

ＪＡ愛知東では、組合員・地域住民の健康管理活動とし
て、管内のＪＡ本店・支店で人間ドックを開催しています。
年に一度の受診で自身の健康状態をチェックしましょう！

健診後は結果の説明、個別の相談・指導が受けられます（無料）
※事後説明会にご参加いただいた方には「健康グッズ」を進呈します
組合員・その同居のご家族の方は2,100円（税込）助成されます

見本

■お申し込み・お問い合わせ：〒441-1361 新城市平井字中田6番地の1
　JA愛知東　総合企画部　総務人事課　☎0536-22-1225

2020年度 新規採用職員募集のお知らせ
　ＪＡ愛知東では、2020年４月採用予定の職員を募集しています。希望
者は、応募期間内に必要提出書類を総務人事課宛に提出（郵送可）してく
ださい。書類選考のうえ、あらためて試験のご案内を致します。
●応募期間　４月１日（月）～４月30日（火）消印有効
●応募資格　大学・短大・専門学校を2020年３月に卒業予定の者
●採用人員　10名程度
●１次審査　応募期間終了後「書類選考」
●２次審査　５月10日（金）「一般教養・適性検査」
●３次審査　５月16日（木）「面接試験」
●試験会場　ＪＡ愛知東 本店２階 第２会議室
●提出書類　1.履歴書（写真貼付）
　　　　　　2.卒業見込証明書
　　　　　　3.成績証明書

応募書類については、採用以外の目的に使用することはありません。
なお、ご提出頂いた書類についてはご返却致しません。

グリーンセンターしんしろ
こんたく長篠
Ａコープしんしろ店
Ａコープ作手店

４月１９日（金）～２１日（日）
４月２０日（土）
５月23日（木）～25日（土）
6月   ８日（土）～   9日（日）

ＪＡバンク
新規ご利用特典

初めてＪＡに
口座開設した方
限定！

チャンス１ 毎月500名様に
ＱＵＯカード 2,000円分が当たる！

口座開設から3か月目の月末までに、
下記のいずれかのお取引をいただき、
Webで応募いただくと

※応募期間：口座開設から３か月目の月末まで
例）2019年４月に口座開設した場合、2019年６月末までに応募

チャンス１の対象お取引

ＪＡカードの
ご入会

ＪＡの口座を決済口座に指定のうえ、
お手元にＪＡカードが届いた方

ＪＡネットバンクの
ご利用開始

ＪＡネットバンクをお申込みのうえ、
ご利用いただける状態になった方

最
大

詳しくは、お近くのＪＡ窓口にお問いください

■抽選の対象
●応募期間終了時点で、対象のお取引を確認でき、貯金額が１万円以上の方が対象となります。
●上記の対象お取引について、お取引金額の条件はございません。
●応募期間前に口座を開設していただいたお客様は対象外となります。
■応募方法
●Webのみとなります。また、複数回応募した場合も、抽選口数は１口とさせていただきます。

対象お取引数に
あわせ

当選確率が 2倍に！

チャンス2 毎月500名様に
ＱＵＯカード 2,000円分が当たる！

口座開設から5か月目の月末までに、
下記のいずれかのお取引をいただき、
Webで応募いただくと

※応募期間：口座開設から５か月目の月末まで
例）2019年４月に口座開設した場合、2019年８月末までに応募

チャンス２の対象お取引

給与振込
口座のご指定
給与（ボーナスを含む）
の振込みを確認できた方

年金振込口座のご指定
対象となる年金の振込みを
確認できた方
＜対象となる年金＞農林年金、農業者
年金、国民年金、厚生年金、共済年金等

ＪＡカードでの
ご決済

ＪＡカードの利用にかか
る引落しを確認できた方

最
大

対象お取引数に
あわせ

当選確率が 3倍に！

各会場にて楽しい催しを企画して
おりますので、ご家族やお友達を
お誘いのうえ、ご来場ください。春の感謝祭

4,000円分をＱＵＯ
カード

プレゼント！
最
大

ＪＡバンクで口座を開設し、
それぞれの期間内に対象のお取引をするとチャンス！

PART107婚活イベント
いい人見つけよう大会
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フレッシュミズに参加しよう！
子育てママ世代もＪＡで楽しく仲間づくり

　組合員を主人公とするＪＡには、くらしの向上と心の豊かさを実現させようと活動するさまざまな組合員組織があります。
　作物別に生産・販売・技術改善に取り組む農家組織や年金・共済など事業利用者間の交流を目的とした生活組織など、ニーズを共有する人々が、

その願いを叶えるために集まり活動することは、地域やＪＡを活性化させる大きな役割を担っています。
　ＪＡ愛知東女性部には、共通の趣味を楽しむグループが60以上あり、会員およそ800人がＪＡの事業所などを拠点に、

料理、手芸、体操などの教室活動を通じて交流を図っています。
　今回は、幅広い世代で構成される女性部組織の中でも、

「フレッシュミズ」世代を対象とした「さくら」と「Friends（フレンズ）」の活動について紹介します。

ＪＡをよりどころとして、食や農、
くらしに関心のある女性が集
まって活動する組織です。
農家でも農家でない人でも
地域の方であれば誰でも気軽に
参加できます。女性部活動は、毎
月発行のＪＡ広報誌「JANBO
（ジャンボ）」などで紹介しています
ので、ぜひご覧ください。

※ＪＡ愛知東は、新城市、設楽町、東栄町、豊根村を
管内としています。
※広報誌「JANBO」は管内のＪＡ直売所やAコープ
に設置してありますので、ご自由にお持ち帰りくだ
さい。（数に限りがありますのでご了承ください）

ＪＡ女性組織の中で、おおむね45歳くらいまでを
対象とした組織です。昔は「若妻会」などと呼ば
れていましたが、今は多くのＪＡで「フレッシュ
ミズ（略してフレミズ）」と呼んでいます。料理
教室や寄せ植え体験など活動は実に多彩で、ＪＡ
ごとに趣向を凝らした企画が盛りだくさんです。

10:00～12:00

10:00～12:00

10:00～12:00

10:00～12:00

10:00～12:00

10:00～15:00

 ６月28日金

 ８月30日金

 ９月27日金

10月25日金

12月13日金

 ２月28日金

ＪＡ本店

ＪＡ本店

ＪＡ本店

ＪＡ本店

ＪＡ本店

ＪＡ本店

開校式・お菓子作り・リトミックdeえいご遊び

パン作り

親子ヨガ・リトミックdeえいご遊び

バルーンアート・リトミックdeえいご遊び

パン作り

修了式・バスに乗って遠足

ＪＡを通じてグループで行くことで、
現地では詳しい説明を

聞くことができたので良かったです
総合ポイント奨励制度とは、

ＪＡ愛知東の事業の利用、活動等に参加された
組合員・利用者の方へ、利用・参加状況に応じてポイントを付与し、
そのポイントをカードに貯めてＪＡ店舗で使用していただく制度です。

ＪＡ女性部とは… フレッシュミズとは…

「Friends」

リトミックやハンドベルなど
子どもと一緒に楽しみながら、
喜んで参加することができました

フレミズカレッジ
「Friends」 2019年度スケジュール

ＪＡ愛知東女性部では、趣味を楽しむ教室活動のほかに、グラウンドゴルフや
国内旅行で親睦を深める「そよかぜ」、ヨガやノルディックウォーキングで心

地よい汗を流す「健康スクール」、女性リーダーの育成を目的とした「女性大学校」など、目的や
世代別の通年講座や各種イベントを企画していますので、みなさんぜひご参加ください。

■対 象 者：ＪＡ愛知東管内の20
～50歳までの女性

■参加条件：ＪＡ愛知東の総合ポ
イントカード会員
または総合ポイント
カード申込者

■定　　員：20名
■年 会 費：3,000円（全６回）
■申込〆切：６月14日（金）

日時 会場 内容

9:00～13:00

9:00～15:00

9:00～14:30

9:00～13:00

9:00～15:00

9:00～14:00

６月29日土

７月20日土

９月21日土

11月16日土

２月15日土

３月 ７日土

ＪＡ本店
こんたく長篠
ＪＡ本店
豊根村内

ＪＡ本店

ＪＡ本店
グリーンセンターしんしろ

ＪＡ本店
設楽町内
ＪＡ本店
浜松市内

ＪＡ講話・ハーバリウム作り
食事会（こんたく長篠焼き肉レストラン）

JA講話・そば打ち・ブルーベリー狩り

JA講話・料理教室・香りペンダント作り

ＪＡ講話・豆腐作り
食事会（グリーンセンターしんしろ店内「食舞館」）
ＪＡ講話・メープルシロップ採取
田峯観音と田峯城の散策
ＪＡ講話・修了式
ランチビュッフェ（ドロフィーズカフェ浜松）

2019年度スケジュール
日時 会場 内容

お母さんたちと毎回楽しく
交流することができました。
来年度も参加したいです

パン作りは食育にもなるし、
子どもと一緒に何か作ることは

とても良いと思います

最終日の企画は遠足のようで、
子どもも友だちと一緒にお出かけができて

とても喜んでいました

食やくらしに関する知識や技術など
たくさんの“ためになる”が
体験できる学びの場です

ちょうど良いペースで参加でき、
バスで現地まで

安心して連れて行っていただき
楽しかったです

この一年、
いろんな体験ができ、

なおかつ新しい出会いがあり
感謝しています

地元でも行ったことがない場所
へ行くことができ、

田舎にいながらその良さを
再発見できました

ＪＡグループは、３月７日に東京都内で開いた
第28回ＪＡ全国大会で、

多様な年代の参加で組織活性化に繋げるため、
次代を担う組合員組織として、

全ＪＡで「フレッシュミズ」の活動実施を目指す
との方針を打ち出し、決議しました。

フレンズ

ＪＡ愛知東　総合企画部　組合員課　☎0536-22-4135
フレッシュミズのお申し込みや女性部活動に関するお問い合わせは

ヤマサちくわ直営・竹の和（豊
川市）で職人に教わりながら炭
火でちくわを焼いています

アロマセラピー講座では
自分好みの香りを探して
ペンダントを作りました

フレミズカレッジ

「さくら」
子育て真っ最中のママ世代が
お子さんと一緒に楽しみながら
ママ友づくりができる教室です

フレッシュミズスクール ふっくら可愛い
仕上がりに笑顔♪
初心者向けの動物
パン作りに挑戦し
ました

小ビンにドライフラ
ワーと専用オイルを
入れて鑑賞標本とし
て人気のハーバリウ
ム作りを体験

絵本を使ってあいさ
つ遊びをしたり親子
で楽しいひとときを
過ごしました

曲に合わせて手遊びをしたり、楽器を自由
に鳴らしたり、幼児が音楽を体全体で感じ
ながら表現することで、自律神経や基礎的
な運動能力の健やかな発達を促す教育法で
す。ママ自身も身体を動かすので、子ども
とコミュニケーションを図りながらストレ
ス解消に繋げることもできます。

こんなにすごい！ リトミック

●　 ６月 開講式・パン作り
●　 ７月 リトミックdeえいご遊び
●　 ９月 リトミックdeえいご遊び
●　10月 ハーバリウム作り
●　11月 リトミックdeえいご遊び
●　12月 読み聞かせ・親子でリズム体操
●　 ２月 修了式・ランチビュッフェ

貯まったポイントは「１ポイント１
円換算」とし、ＪＡ直売所での買
い物やＪＡ-ＳＳでの給油時等に
商品値引きとしてご利用いただ
けます。フレミズ活動に参加して
楽しくポイントを貯めましょう♪

※ＪＡ愛知東管外にお住まいの方は、申
し込みの際に810円をいただきますが、
いただいた手数料分のポイントを付与
させていただきます。

入会費・年会費
無料！

そのほかにも…

フレンズ

参加者募集！！
新規参加者優先 ■対 象 者：ＪＡ愛知東管内の20

～45歳までの女性
■参加条件：ＪＡ愛知東の総合ポ

イントカード会員
または総合ポイント
カード申込者

■定　　員：20名
■年 会 費：3,000円（全６回）
　　　　　 〈託児無料〉
■申込〆切：６月14日（金）

参加者募集！！

フレッシュミズスクール
「さくら」

2018年度実施内容 2018年度実施内容

栽培指導や市場への販売を行う営農事
業をはじめ、銀行業務や高齢者支援、
直売所やガソリンスタンドの運営など、
くらしに身近なＪＡのさまざまな事業
についてＪＡ職員が解説します。

聞いてなるほど！ ＪＡ講話
フルーツパイを調理中！
旬の巨峰などをふんだん
にトッピング♪8月

6月

10月

●　 ６月 ＪＡ講話・開校式・ちくわ作り
●　 ７月 ＪＡ講話・そば打ち・ブルーベリー狩り
●　 ８月 ＪＡ講話・パン教室
●　 ９月 ＪＡ講話・豆腐作り
●　10月 ＪＡ講話・アロマセラピー講座・寄せ植え教室
●　11月 ＪＡ講話・陶芸教室
●　 １月 ＪＡ講話・あかり作り
●　 ２月 ＪＡ講話・メープルシロップ採取
●　 ３月 ＪＡ講話・修了式・ランチビュッフェ

6月

12月

10月

2018年度　
参加者のみなさん

▲

▼2018年度参加者のみなさん

※日時、内容は変更になる場合があります。　※参加回数に応じて総合ポイントを付与します。 ※日時、内容は変更になる場合があります。　※参加回数に応じて総合ポイントを付与します。

６歳未満のお子さんと一緒にご参加ください


