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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



コロナの時代を生きる
＜Ｐ17～29＞

特集１

世界中に広がった、新型コロナウイルス感染症の影響はさまざまな分野に及びま
した。今後どのように暮らし、どんな社会をつくっていったらよいのか。各分野
で活躍する専門家に、そのヒントを聞きました。

ここをピックアップ！ だれもがネガティブな
心理状態になりうる

新型コロナウイルスに感染してしまう
のではないかという不安から心の不調
を訴える人も。家族と過ごす時間が増
え、家族との会話が少ないと腹の探り
合いになったり、自分と相手の感情が
混同する場合もあります。これらの変
化は誰にでも起こるもの。しかし、
放っておくと関係が悪化する場合もあ
るので注意が必要です。

◎職員の学習会や持ち寄り読書でご活用ください。
◎新型コロナウイルスの影響により、各自どのような問題に直面し、どのように解決した
のか意見交換してみるのもおすすめです。

◎日常生活の中で状況は刻一刻と変化しています。話題にしてみては。

活用のヒント



特別
企画

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、内容を工夫したり、新た
な活動を立ち上げている女性組織の活動事例を紹介します。

コロナに負けるな！

ＪＡ女性組織活動のいま
＜Ｐ30～33＞

今だからこそできる活動を！

自宅でもできる活動を展開したり、
インターネットやSNSを利用するこ
とで、集まることが難しい状況下で
も積極的に活動している女性組織を
取りあげています。
また、感染対策を徹底したうえで、
規模を縮小し回数を増やして活動す
る例もあります。
今だからこそ、できることを考えて
みましょう！

◎職員の学習会や読書会で活用してみましょう。また、自分たちのＪＡでも実践できるこ
とを話し合うのもおすすめです。

◎集まって活動するさいには、三密の回避など感染対策を徹底しましょう。

活用のヒント



特集２
その思い込みが泥棒を呼ぶ！

田舎の防犯新常識 監修 折元洋巳

こんな田舎には泥棒なんて来ない、うちに盗られるような金目のもの
はない、そんな思い込みを防犯のプロがぶった切ります！

◎防犯をテーマにした学習会で活用
ください。

◎ご自宅でできる防犯対策について
考えてみましょう。

◎ご家族で防犯について考え、話し
合ってみましょう。

活用のヒント

＜Ｐ41～49＞

そんなものまで盗っていくの？

泥棒はどんなものでも盗んでいきます。
靴やタオル、トイレットペーパーまで！
泥棒にとって金目のものかどうかは自分の
目線ではわかりません。油断は禁物です。



おいしさ再発見 調理も簡単！

カボチャ食べつくしレシピ
＜Ｐ62～68＞

特集３

料理研究家の浜内千波先生に主菜からスイーツまで、甘さとうまみを生かしてカ
ボチャを食べつくすレシピを紹介していただきます！

編集担当者より

皮が固くてついつい避けてしまいがちなカボチャも、ご紹介のレシピで皮ごと簡単に調理
できます。食卓仕上げの丸ごとサラダは具材をベーコンやチーズを加えたり、ゴマ油をオ
リーブオイルに変更するなど洋風にアレンジするのもおすすめ。わが家だけの丸ごとサラ
ダを作ってみましょう！

◎女性組織やフレミズの料理教室
の一品にどうぞ！

◎食卓仕上げの丸ごとサラダは見
た目のインパクトも抜群！
お家でお子さんと一緒に作って
みるのもいいですね。

活用のヒント



「マニキュアフラワー」の

アクセサリーチャーム ＜Ｐ54～57＞
手芸

【おおよそのサイズ】直径約２㎝
【制作時間の目安：約30分（乾かす時間を除く）】

花の形に丸めたワイヤーにマニキュアを塗って膜を張る「マニキュアフラワー」
の手法でアクセサリーチャームを作りましょう。

◎使用する鉛筆の太さによって仕上がる花びら
の印象が変わります。

◎花びらが細い方がトップコートを塗りやすい
です。トップコートが塗りにくい場合は、直
接マニキュアを塗ってもよいですよ。

◎作り方⑥で輪を鉛筆の軸に沿わせてカーブを
させるのがポイント！ 花びらが細くなり、
トップコートとマニキュアが塗りやすくなり
ます。

作り方のコツ

編集担当者より

何度も作っている
うちに上手に作れ
るようになります
よ！また、古いマ
ニキュアの方が粘
り気がでますよ！

◎使わなくなったマニキュアを有
効活用することができます。

◎ご自宅でお孫さんやお子さんと
いっしょに取り組んでみましょ
う。

◎手持ちのチェーンに通してネッ
クレスにするのもお勧めです。

◎花びらのアレンジ次第で様々な
花びらを作ることができます。

活用のヒント

アレンジして
ガーベラを作
成！ネックレ
スやピアスに
しても！アク
セントになっ
て目立ちま
す！



大人の

“語彙力”脳トレ ＜Ｐ115～121＞

モノクロ
特集

ふとした風景に感動したとき、感謝を伝えたいとき…その場にふさわしい言葉を
正しく使い、自分の考えを相手に的確に伝えるために必要になるのが「語彙力」
です。あなたもこの記事を読んで語彙力を鍛え、すてきな大人になりましょう。

◎ＪＡの窓口などで紹介してみましょう。
◎ご自宅でパズルにチャレンジしてみましょう。
◎女性部での学習会や会議のブレイクタイムなどでもおすすめですよ。

活用のヒント

タテのカギ、ヨコのカギを
クイズの問題として活用す
ることもできますよ！

ご家族といっしょにチャ
レンジしてみましょう！
あなたは解けるかな…？



農ライフ
のすすめ 秋植え球根が主役の花壇づくり

翌春の庭を彩る秋植え球根は、春に咲くまで、思い描いたとおりの花壇になるか
ドキドキワクワク。そこで、ガーデニング講師の井上まゆ美さんに、初心者でも
失敗しない花壇作りのコツを教えてもらいました。

◎ご自宅のお庭で実践してみましょう。
◎支店の窓口や、営農センターに設置し、球根の紹介と併せて『家の光』の紹介
を行いましょう。

活用のヒント

＜Ｐ75～81＞

編集担当者より

初心者でも簡単に取り組むことがで
きます。植えっぱなしにできる球根
もあるので手間がかからないですよ。
JAなどの公共のスペースに花壇など
があれば、地域のみなさんも花壇を
見て楽しめることができるのでおす
すめです。ぜひ、みなさんで楽しみ
ながら活用してください。



＜Ｐ163～173＞
地域
情報

YouTubeやインスタグラム、絵本作りなど、農業の魅力をPRする方法は無限大。ア
イデア満載で情報発信している生産者にそのコツやきっかけを聞きました。

ふるさとダイアリー

事例１ YouTubeで自分の
農業スタイルを見せたい

広島県東広島市（JA広島中央管内）
原田農園 原田賢志さん

事例２ “かわいい”インスタで
顔が見える農家を目指したい

千葉県松戸市（JAとうかつ中央管内）
綾善 花島綾乃さん

原田さんの「動画の作り方」を参考に動画作
りにチャレンジしてみましょう！動画を投稿
できたら、自分のフェイスブックやツイッ
ターなどで動画を投稿したことを宣伝すると
さらによいです！

毎日インスタに投稿。農業だけでなく、ネイルや
料理、イベント、子どものことなど、幅広く発信
することで、いろんな人に見てもらうきっかけに
なっています。さらに、#（ハッシュタグ）をつ
け、検索性を高めるなどの工夫をしています。

自分が見せたいものだけで
はなく、視聴者の見たいも
のを撮影することを心がけ
ています。



＜Ｐ95～101＞

＜Ｐ74＞

グリーンウオッチ

疲れないコツ図鑑 第６回 椅子から立つ

政治や社会、世界の食と農、農業情勢などをやさしく解説！ 今回はニュースピックアップ
の項目をご紹介します。

◎東京都のJA東京むさしの直
売所では、指定の農産物の
販売金額から1点につき5
円を医療機関に寄付する
「食べて応援！ 医療従事
者応援企画」を実施。

深く腰を掛け、足をそろえた状態から立ち上がろうとすると、ど
うしても腰や太ももによけいな力が入り、疲れや痛みを引き起こ
します。まずは体を前にずらしてから立ちましょう。両足は肩幅
程度に開きましょう。下半身の筋肉を使いやすくなり、より楽に
立てます。

◎クッションなどで座面を高くする
◎浅く腰掛けた状態から少し前傾する

◎立つときは息を吐く

ここがポイント

◎コロナ禍で地域の農産直売所は
どのような変化があったのか、
今後取り組んでみたい内容など
を考えてみましょう。

活用のヒント



←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。10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P34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

「『マニキュアフラワー』のア
クセサリーチャーム」
⇒ P54

「カボチャ 食べつくしレシピ」
⇒ P62



ＪＡ家の光・役職員のみなさま向けの動画
順次公開！！

ＪＡ生活担当者会議やＪＡ教育文化・家の光プランナーの研修材料に、職員の学習会や職場内
の協同組合学習の教材として。また『家の光』12・1月号の普及活用を進めるさいにもご活用
いただけます。家の光ネット「ＪＡのみなさまへ」のお知らせから、あるいは、右上のQR
コードからご覧ください。

西原憲一先生 (税理士・1級FP技能士)

・そもそもライフプランが必要なワケ
・「家の光家計簿」はライフプラン実現の
ためにある

・なぜＪＡ事業にライフプランが結びつく
の？

・終活のすすめと「わたしノート」の活用
・相続はだれにでも訪れる
それぞれ6～8分ほどで解説。

佐久間幸子先生 (家の光専門講師) 

・生活文化活動のすすめ
・生活文化活動担当者の役割
・女性組織と生活文化活動担当者

それぞれ15分ほどで解説

窓口用ハッピー マイライフＰＲ動画

「家の光家計簿」や「わたしノート」
を活用してよかったことを愛読者が、
また、どのようにおすすめしているの
かをＪＡ職員がご紹介！

ＪＡオリジナル読みどころ作成動画

ＪＡオリジナルの『家の光』読みど
ころチラシの作成ポイント、活用法
を解説します。



①

「わたしが好きな日本の味」で
今月の表紙の天海祐希さんが紹
介しているのは、「ぬか漬け」
である。◯か×か？

②

「縁ありて花ひらく」のインタ
ビューで、小泉今日子さんが主
演の映画「ソワレ」は愛媛県で
撮影が行われた。○か×か？

③

「コロナの時代を生きる」のな
かで歴史学者・京都大学准教授
の藤原辰史さんは新型コロナウ
イルスの流行による危機のさい
には、「ネガティブ・シンキン
グ」がたいせつであると話して
いる。◯か×か？

④

「田舎の防災新常識」で「怪し
い人がインターホンに映ってい
たら出ない方がよい」と紹介し
ている。○か×か？

⑤

「疲れないコツ図鑑」で椅子か
ら立つときは息を止めて力を入
れて立つのがよいと紹介してい
る。◯か×か？

⑥

「親と子の童話」『おそなえも
のがいっぱい』でさきちゃんが
おじいちゃんのお墓参りに向か
う途中で、おそなえものを狙う
カラスからさきちゃんを助けた
のは、おばあちゃんである。◯
か×か？

⑦

「みんなでできた！ JA女性組
織」で福島県JAふくしま未来女
性部安達地区岩代支部女性部員
が運営する農産直売所の名前は
「のびのびハウス」である。◯
か×か？

⑧

「畑の時間」で今月の野菜、ソ
ラマメは収穫して2日で糖含量
が半減してしまう。◯か×か？

⑨

「暮らしを彩るフラワーレッス
ン」では、多肉植物は雨を避け
られる日当たりの良い場所に置
くと紹介している。◯か×か？



① ○ ＜p.3＞

人生の最後に食べたいのは、ご飯とお
みそ汁と納豆とぬか漬け！ なのだそ
う。特にキュウリ、ミョウガ、ヤマイ
モが好きで、アスパラガスを漬けてみ
たらおいしかったそうです。

② × ＜p.10～13＞

和歌山県でロケが行われました。ロ
ケ当日は、果実もいっぱい差し入れ
され、旬を迎えた晩橘類に、アイス
やお菓子はミカン味の派小泉さんは
舌鼓を打ちました。

③ ○ ＜p.17～29＞

つねに最悪のケースを想定して備え
を行うという意味です。一つの危機
を単独の事態として捉えがちですが、
危機は複合的な場合が多い。いつか
危機が去ったとき、「意外と被害が
少なかった」という状況をつくり出
すことにつながると話しています。

④ × ＜p.41～49＞

知らない怪しい人がインターホンに
映っていたら出ましょう。泥棒はイン
ターホンで留守かチェックをして空き
巣に入ります。居留守をして泥棒と鉢
合わせをしてしまうことがいちばん危
険です。

⑤ × ＜p.74＞

正解は立つときは息を吐きましょう。
息を吐きながら立つと、よけいな力
が入らないので、腰などを痛めるリ
スクを減らせます。

⑥ × ＜p.108～113＞

正解はカカシさんです。さきちゃん
が夢中で逃げていると、さきちゃん
ちの畑のカカシさんがカラスに向
かって「こらあ！！」とカラスを追
い払ってくれました。

⑦ × ＜p.152～155＞

正解は「いきいきハウス」です。地域
の商店が減少するなかで地域の人たち
のライフラインになっています。20
年以上も続いている「いきいきハウ
ス」は、女性部員の生きがいとなって
います。

⑧ ○ ＜p.195～201＞
とりたての味は別格です。ソラマメ
は、一般地や温暖地では寒さに強い
幼苗で越冬させ、春先に枝が伸びて
きたら、支柱を立ててひもやテープ
で枝の倒伏を防ぎます。

⑨ ○ ＜p.209＞
雨を避けられる日当たりのよい戸外
で管理し、霜に当てないようにしま
す。水やりは7～10日に1回と控えめ
にし、2000倍液肥を月1回、水やり
代わりに与えましょう。


