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多くの組合員とその家族の幸せを実現するため、ＪＡに求められている「願い」と「期待」は、
大きく６つの領域に分けられます。本資材に掲載する記事が、６つの願いの

どれにあたるのかをご紹介しますので、みなさまのよりよい暮らしのヒントにお役立てください！

① 健康に恵まれ、老後も元気に安心して暮らしたい（身体面の願い）

② 一定の収入を確保して、ゆとりのある生活がしたい（経済面の願い）

③ 心の豊かさを求め、潤いのある生涯を送りたい（精神面の願い）

④ 住みよい地域環境を守り、快適に暮らしたい（環境面の願い）

⑤ 地域や他者の役にたち、充実感のある人生を送りたい（社会貢献の願い）

⑥ 自分が主役になる活動に参画し生きがいを追求したい（自己実現の願い）



自分のために
みんなのために

やっぱり、みんなで集まりたい！
でも、集まる時は、

気をつけながら活動しよう

ギャラリーとしても使えるアトリエ 最新式設備の共有キッチン

完全個室でプライバシー確保 充実したインターネット環境

2m

マスクを着用
マスクアイデアコンテストに応募！ 換気はこまめに行う

３密回避（密集・密接・密閉）
大きめの会場に参加者は少なめに

手洗いはていねいに
アルコール消毒も忘れずに

毎朝の検温・健康チェック
体調がすぐれないときは参加しない

身体的距離の確保



第二別冊
付録 心が整う小さな切り絵
仕事や家事で慌ただしい日々が続くと考え事が増えて心が疲れてしまいがち。自
分だけの時間を見つけて、小さな切り絵に挑戦してみませんか。手先に集中して
作業を進めるうちに、モヤモヤが晴れて、心が整っていくのがわかるはずです。

◎ご自宅でゆっくり過ごしなが
ら取り組んでみましょう。

◎グループで集まる際には道具
は各自で持参し、貸し借りは
控えましょう。

簡単！ 飾りケース
①クリアファイルを２つに切る
②切り絵を挟む
※動く場合は、両面テープな
どで１か所固定する

③パンチで穴を開け、リボンな
どを通して結ぶ

メッセージカード
二つ折りした色紙に貼り
付けるだけで、おしゃれ
なメッセージカードに！

活用のポイント 作ってみました！



第一別冊
付録

もしも…に備える

災害食レシピ 監修
奥田和子、今泉マユ子

第1章では災害発生後を3つの時期に分け、その特徴と役立つ食料を、
第2章では、もしものときに役立つサバイバルレシピを紹介します。

◎防災をテーマにした学習会で活用
ください。

◎ご自宅で災害食を作ってみましょ
う。

◎ご家族で防災について考え、防災
グッズの確認をして備えましょう。

活用のヒント

編集担当者より

被災時にはどうしても野菜が不足しがち。「アサ
リと根菜の豆乳煮」や「ツナとナス、ピーマンの
みそ煮」など、野菜がたっぷり摂れるレシピがお
すすめです。材料を薄く切るのが、火のとおりを
よくするコツ。ふだんから食事に取り入れて、好
みの組み合わせを探しておけば、いざというとき
に困りませんよ！



クルクル巻きずし大作戦 ＜Ｐ17～35＞
特集１

料理研究家のしらいのりこ先生に「基本の太巻き」の作り方をわかりやすく解説
していただきます。さらに、ＪＡ女性組織直伝の「ご当地巻きずし」などのレシ
ピも紹介します。

活用のヒント

編集担当者より

監修のしらいのりこ先生によると、「巻きずしは
巻いた数だけ上手になる」とのこと！
新米はもちろんですが、古米も、酢の吸収がよい
のでおすすめです。
どのレシピのかんたんに作ることができます。

ポイント

すし飯のまくらを作ろう！
のりの上にすし飯を手前から均等
に広げるときに手前側は山形に盛
り付けましょう。そうすることで
具材のストッパーの役割になり、
きれいに巻くことができますよ！

【応募期間】
令和２年８月１日～

令和３年３月３１日必着

みなさまのご応募
お待ちしております！

◎女性部や親子の料理教室でご活
用ください。

◎家族とおうちで巻きずしパー
ティーを開催すると盛り上がる
こと間違いなし！

◎地域の食材を使ってオリジナル
の巻きずしを考案し、巻きず
しコンテストに応募しましょう。

参加者募集中！



＜Ｐ43～53＞特集２

新型コロナウイルス感染症の拡大で、注目される「免疫力」。病原体を迎え打つ仕組
みや日常生活の中で免疫力を高める方法を学び、病原体に負けない体を作りましょう。

免疫力アップの生活術

★室内で行う場合は定期的な換気をし、参加者同士の間隔を空けて取り組みましょう。

活用例１ ご自宅で。

日常のウオーキングを意識してみましょう

活用例２ みんなで。

健康教室やグループ活動のつかみとして

大股で歩いて、ふだん
使っていない筋肉を動か
しましょう。

歩くことは全身運動！
正しい姿勢を保たないと
腰を痛めたり、おなかな
どに脂肪が付きやすくな
ります。

電話やビデオ通話でお友達や家族
と話して笑って免疫力アップ！
動物とふれあったり、動物の動画
を観ることも癒されて自然に笑い
が出るのでおすすめです☺



自分のことが好きですか？

「自己肯定感」とのつきあい方
＜Ｐ115～121＞モノクロ

特集

「他人と比べてしまう」「まわりの目を気にして意見が言えない」など、仕事や
生活の中で“生きづらさ”を感じる人が増えています。「自己肯定感」について考え、
心の悩みを軽くしませんか。

今は新型コロナウイルス
に関する情報があふれて
不安になりやすい状況で
す。自己肯定感が高いと、
自分の置かれた状況の中
で前向きに行動ができま
す。

119ページを参考に自己
肯定感を高める考え方の
ヒントを探りましょう。
最近は他人のＳＮＳをみ
て自分の生活と比べてし
まうことが多いのではな
いですか？ＳＮＳとの距
離間も考えてみましょう。

◎ＪＡの窓口などで紹介してみましょう。
◎コロナ禍の中で環境の変化があったりして、気持ちがすっきりしない方も多い
のではないでしょうか。記事を読んで自分自身の気持ちに耳を傾けてみましょ
う。

活用のヒント



きらめくマルチカラー

１７色のビーズブレスレット

＜Ｐ56～59＞

手芸

【制作時間の目安：約30分】【おおよそのサイズ】全長17.5㎝（留め金具を含む）

17個のビーズは、ＳＤＧｓの目標と照らし合わせることができます。
マグネット式の留め金具で取り外しがスムーズです。ふだん遣いからお出かけま
で、装いにプラスすると気持ちまでぐんと明るくなりますよ。

１ まずは、17個のビーズを並べてみましょう。細
かいビーズはお菓子や小物入れの箱に入れると
よいですよ。

ビーズを通すときはアクセサリーコードでビー
ズをすくうようにするとかんたんです。

２

３ セロハンテープは後からはがすので、軽く留め
ましょう。

◎女性部や女性大学のグループ活動でご活用ください。

◎手芸教室と併せてSDGｓの学習会を開催！
手芸教室と併催することで場が和み、難しいテーマ
も話しやすくなります。

◎予備のビーズで長さを調節できます。

作り方のコツ

活用のポイント



短期
連載

新しい仲間づくりのカタチ

第２回 “外”にもいる地域の仲間 関係人口
地域で楽しく暮らし、やりがいを持って活動するために、仲間づくりをどのよう
に広げていくか。今回は地域外の人が観光でも、定住でもないかたちで地域と持
続的につながり、仲間の裾野を広げる「関係人口」から仲間づくりのヒントを探
ります。

◎新型コロナウイルス感染症の影響で大量に余ってしまった食材を、インター
ネットで購入することも関係人口による応援にもなります。これなら自宅でも
できますね。

活用のヒント

全国で注目される「関係人口」

関係人口は平成28年に生まれた新しい考え方です。
関係人口の「関係」とは、①「関心」という意識と
②「関与」という行動の両方を意味するとして、
「地域に関心を持ち、関与する都市部に住む人々」
と定義しています。
これまでの地域づくりは、住民だけでがんばるこ

とが当然と考えられがちでしたが、地域に住んでい
なくても、応援したい、力になりたいという仲間が
外にもたくさんいます。こうした外にいる仲間の力
を借りながらいっしょに取り組んでいくのが、これ

からの地域づくりの方向性だと考えられます。

＜Ｐ61～65＞



＜Ｐ70～78＞

＜Ｐ42＞

ドラム缶窯でつくる竹炭・竹酢液

疲れないコツ図鑑 第5回 スマートフォンを使う

放置竹林の増加が問題になっているなかで、竹を炭化した竹炭づくりが注目されています。
暮らしや園芸に役立つ効果がたくさん。竹の有効利用に取り組む林哲久さんに教わりました。

編集担当者より

林哲久さんはドラム缶や竹の有効
活用に関して詳しく、明るくて
ひょうきんな人柄でした。ワーク
ショップやイベントとして、作業
を手分けするのもおすすめですよ。

◎ドラム缶窯を実際に作るのは難しいですが、
放置竹林の問題とその活用の事例を学習会
で紹介するのもいいですね。

スマートフォンを机に置いたり、持つ位置が低かった
りすると、画面を見るときに首が「がくん」と落ちた
状態になります。頭の重みが首や肩にかかり、痛みや
凝りを引き起こします。背中も曲がるので、腰にも負
担がかかります。目をスマートフォンの画面に近づけ
るのではなく、画面を目に近づける方がよいでしょう。

◎あごをかるく引き目線はやや下へ
◎スマートフォンは首～胸の高さになるように持つ

◎ひじは体の少し前方へ

活用のポイント



←アプリ「家の光ＡＲ」の
アイコンが目印です。
動画の視聴期間は発刊日から３か月間。

今月のARはココ！

「家の光AR」は誌面にスマホをかざすと動画を見られるサービスです（一部のページ）。無料のアプ
リ「家の光AR」をインストールして起動し、指定の写真やイラストにかざすだけ。９月号の誌面の中
の「家の光AR」のアイコンを探してみましょう。詳しくは本誌P16をご覧ください。

「エーコープマーク品で作る
おかずおつまみ」
⇒ P204

「クルクル巻きずし大作戦」
⇒ P20

「17色のビーズブレスレット」
⇒ Ｐ56

「免疫力アップの生活術」
⇒ P52



①

「わたしが好きな日本の味」で
今月の表紙の瀬戸康史さんが紹
介しているのは、「すき焼き」
である。◯か×か？

②

「クルクル巻きずし大作戦」で、
巻くときのポイントとして、や
わらかい具から置くのがよいと
紹介している。○か×か？

③

「免疫力アップの生活術」で免
疫力アップには、全身浴より半
身浴が効果的であると紹介して
いる。◯か×か？

④

「親と子の童話 お月見どろぼ
う」で、幸平がサトイモの入っ
たバケツを手に家に帰ったとき、
お母さんは「お月見どろぼう」
をしたことに対して怒っていた。
○か×か？

⑤

「自分のことが好きですか？
『自己肯定感』とのつきあい
方」で、自己肯定感を高める考
え方のヒントの一つとして「頼
み事をするのを恐れない」と紹
介している。◯か×か？

⑥

「みんなでできた！ JA女性組
織」で紹介しているJAこうか女
性部は、本部役員の総会で役員
のみなさんからメッセージを書
いてもらい、女性部だよりにの
せて配布した。◯か×か？

⑦

「畑の時間」で紹介されている
ニンニクは、栽培の手間がかか
らず、病虫害も少ない。◯か×
か？

⑧

「本谷惠津子の料理上手の覚
書」で紹介しているおかゆの作
り方のポイントで、沸騰後は火
かげんを強めにするのがよいと
紹介している。◯か×か？

⑨

「暮らしを彩るフラワーレッス
ン」でススキの寄せ植えは、日
当たりの悪い場所に置くのがよ
いと紹介している。◯か×か？



① ○ ＜p.3＞

九州産の黒毛和牛にネギ、豆腐、しら
たきなどの具材を入れ、しょうゆと
たっぷりの砂糖を入れた濃いめの味つ
けは、福岡出身の瀬戸さんにとって、
「九州の味！」という感じでやみつき
だそうです。

② × ＜p.17～35＞

キュウリや厚焼き卵のように歯ごた
えや厚みのある具材から置きましょ
う。巻くときに芯代わりになり具が
ずれにくくなります。

③ × ＜p.43～53＞

免疫力アップには、全身浴の方が効
果的です。疲労回復効果が高く、肩
こりやむくみの解消にも効果的です。
温熱作用もアップするため、半身浴
に比べて、半分の時間で体が温まり
ます。

④ × ＜p.108～113＞

お母さんは、「お月見どろぼう、ごく
ろうさまでした」と笑いながら、幸平
とおじいちゃんを迎えてくれました。

⑤ ○ ＜p.115～121＞

断られたときに「自分も拒絶され
た」と受け取ってしまうのではなく、
「たんに相手と都合が合わなかった
だけ」とシンプルに考えると気が楽
になり、自分自身を否定せずにすみ
ます。

⑥ ○ ＜p.146～149＞

家でできる活動を紹介しながらみな
さんの声を紹介しました。部員から
大きな反響があり、その感想を次の
女性部だよりで紹介しました。

⑦ 〇 ＜p.195～201＞

ニンニクの独特の香りのもと「アリシ
ン」には疲労回復と滋養強壮効果があ
ります。栽培の手間がかからず、病虫
害も少なく、育てやすい野菜です。寒
地向きと暖地向きの品種があるので、
地域の気象条件にあった品種を選びま
しょう。

⑧ × ＜p.207＞
煮たったらふたをずらして40分弱火
で煮ます。湯が噴きこぼれないよう
にしましょう。表面が静かで水蒸気
がゆっくり出るくらいがちょうどよ
い火加減です。

⑨ × ＜p.209＞
大型の鉢に鉢底ネットを敷き、赤玉
土（大）を1／5ほど入れ、園芸用土
で植えます。日当たりのよい場所に
置き、花後はカリ分の多い肥料を追
肥します。


