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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 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



＜Ｐ19～33＞
特集１

感染症に負けないためには、免疫力を高めることがたいせつです。そのときポイ
ントになるのが「腸活」。腸内環境を整え、病気などのリスクを下げましょう！

免疫力を高めよう！食べる腸活

クイズ形式で楽しく活用！

◎子どもや孫といっしょにクイズを楽しみ
ながら活用してみましょう。

◎女性組織での学習会や会議のブレイクタ
イムなどにもおすすめです。

効果アップの組み合わせ！

腸活の効果がアップする組み合わせも
ご紹介。栄養をあますとこなく取り入
れるためにも、有効な組み合わせを勉
強してみましょう。
健康は腸から！ ぜひご一読ください。



キレイを磨く 美活おせち
＜Ｐ36～45＞

特集２

定番のおせちにほんのひと手間加えるだけで、美容と健康効果が高まる「美活」
メニューに大変身！ おいしく食べて”キレイ”に磨きをかけてみませんか。

◎女性組織やグループでのおせち料理教
室におすすめです。

◎「キレイを磨く！ 美活メモ」をみんな
で読んで効能について学びましょう。

活用の
ヒント

さらに！ 「家の光チャンネル」で
もう1品紹介します！

監修の牛尾理恵先生考案「ささみと塩麹の
スープ」の作り方動画を「家の光チャンネ
ル」で公開します。料理教室などでご活用く
ださい。(11月上旬アップ予定)

携帯やスマホのカメラで
読み取ってアクセス！



ペーパーストローで作るヒンメリ ＜Ｐ50～53＞
手芸

【制作時間の目安：20～40分】

北欧の代表的な飾り、ヒンメリ。本来の材料は麦わらですが、手
に入りやすいペーパーストローで作ります。ストローやつり下げ
る飾りを工夫して楽しみましょう！

マスキングテープで
番号をつける

糸を２回通すので、あら
かじめテープなどで番号
をつけておくと混乱しま
せん。はがすときは、ス
トローの紙が破れないよ
うに注意しましょう。

小物のつるし方

ワイヤーでまとめたリー
スに糸を結んだり、葉っ
ぱに直接きりなどで穴を
あけて糸を通したりと、
自由に工夫してみてくだ
さい。

材料について

②糸
ふつうの木綿糸で
OKです。穴の細い
ストローは糸が滑
りにくいので、ス
トローを短めにす
るなどの工夫を。

③針
ふとん針がな
い場合は、長
めの縫い針を
落とすように
して通してく
ださい。

作り方のコツ

ストライプ柄のスト
ローの白地部分に同色
のテープを貼って無地
にしたり、無地のスト
ローに好きな柄テープ
を貼ったりと、アレン
ジ自在です。

①ストロー



短期集中
連載

短期集中連載の第1回は、学校の一斉休校で、膨大な量の学校給食用の農作物が
行き場を失うという事態に直面したJA東京むさし。”そのとき”、当事者たちは
どうしたのでしょうか。

ドキュメント コロナとＪＡ 第１回

めざすは、直売所以上の直売所
＜Ｐ55～59＞

緊急時に発揮された機動力と信頼関係

納品がキャンセルになった学校給食用の農作物
は約8.5トン。すぐに緊急会議が開かれ、すべ
てJAが買い取る方針を決定。
ふだんからスーパーなどと築いてきた信頼関係
がこうした緊急時に生きて、事態の収拾に役立
ちました。

◎職員の学習会や持ち寄り読書でご
活用ください。

◎JAと地域が協力して取り組めるこ
とや、やってみたいことを話し
合ってみましょう。

活用のヒント

組合員のことを第一に
考える方針を徹底



農ライフ
のすすめ すごい！ アズキの力
古代から日本各地で栽培されてきたスーパーフードのアズキ。小さな粒の中にも
たくさんの栄養素が詰まっています。ぜひ、日常にアズキを取り入れましょう！

◎女性組織やフレミズの料理教室
の一品にどうぞ！

◎地域の仲間とどんなアズキを育て
ているか情報交換してみましょう。

活用のヒント

＜Ｐ70～75＞

編集担当者より

全国各地にいろいろなブランドのアズキが
あります。みなさんの身近にも、貴重な在
来種があったりするかも？ 発見したさいに
はぜひ、召し上がってみてくださいね！

おかずに鍋にア
レンジ自在！
どんな食材とも
相性◎です！



SDGsを探しにいこう！連載

「SDGs」と聞くと、ちょっと自分たちには難しいかもしれないと考えたり、
そもそも「SDGs」って何？ と思う方もいると思います。この連載を読んで、
自分たちにもできることを考えてみませんか。

「調べるごみ拾い」活動

ごみの種類と数を「見える化」

業界団体とごみの発生を抑制
するための交渉材料に！

＜Ｐ100～101＞

今月のテーマは「ごみ拾い」

ＮＰＯ法人
「荒川クリーンエイド・フォーラム」
の取り組みから学んでみましょう。

暮らしの中でSDGsに
結びつく事柄をほのぼ
のタッチのまんがで紹
介します。

新連載
SDGsを考えながら
暮らしてみた

◎職員の学習会や女性組織でのグルー
プワークで考えてみませんか？
集まれないときは、SNSで話し合っ
てみてもいいですね。

活用の
ヒント

＜Ｐ98～99＞



モノクロ
特集

外出自粛の影響で運動不足、気づけば体がガチガチに……。そんな方も、
たった5秒でできる柔軟トレーニングで体をほぐしてみませんか？

90歳からでもできる！

5秒間柔軟トレーニング
＜Ｐ115～121＞

活用例１ ご自宅で。

5秒を継続して大きな効果に！

活用例２ みんなで。

健康教室やグループ活動のリフレッシュに

みんなで、リラックスして行うことで気持
ちもフレッシュに。

集まって行うさいは、充分に距離を取って、
密にならないように気をつけましょう。

たった5秒の柔軟トレー
ニングでも、継続して行
うことで大きな効果にな
ります。続けることを意
識して、無理のない範囲
で行いましょう。

筋肉が硬くなっている人は、
柔軟運動でも負荷が大きく、
無理をすると体を痛める恐れ
もあります。

“ちょこっと”の運動を多くの回
数行うのがおすすめです。



＜Ｐ146～149＞

＜Ｐ142～145＞

みんなでできた！ JA女性組織

熊本県 JA熊本市女性部

ＪＡ
JAリーダーインタビュー きた道ゆく道
千葉県 JAいちかわ 代表理事理事長

今野 博之

子ども食堂へ野菜を提供しているJA熊本市女性部。
すてきなストーリーをまんがでわかりやすく紹介します！

★ここがポイント！
◎2016年4月の熊本地震を経験し、全国のJA女性組織から受けた支援
への感謝の気持ちを、まずは地域貢献で返していこうと活動を始
めました！

◎コロナ禍のいまだからこそ、できることを積極的に行っています。

◎職員の学習会や読書会で活用し
てみましょう。

◎コロナ禍におけるJAいちかわの
取り組みを参考に、自分たちの
JAでもできることを考えてみま
しょう。

活用のヒント



2021年家の光家計簿第1別冊
付録

日記欄、環境家計簿、医
療費控え、自家生産物の
活用欄、ライフプラン表
などがついたおなじみの
家計簿です。ぜひご活用
ください！

防災に関する情報を掲載

防災や、災害時などのいざ
というときに役立つ情報を
掲載しました。読書会など
で情報共有を。

「家の光チャンネル」もチェック！

「ハッピー マイライフ」体験文
募集中！！

家計簿、ライフプラン記帳や、「わ
たしノート」にまつわるエピソード
を大募集！最優秀賞の賞金は15万円
です。ぜひ、管内の記帳者のみなさ
まにお声がけください！

締切：2021年３月22日（月）

家計簿のいろいろな活用法をまとめた動画を「家
の光チャンネル」で公開しています(各３～４分)。
小規模のセミナーでご覧いただいたり、愛読者の
みなさんへ視聴を働きかけください。

携帯やスマホのカメラで
読み取ってアクセス！

2021年巻頭＆コラム



2021 未来にのこす わたしノート第2別冊
付録

「家の光チャンネル」もチェック！
わたしノートを書くポイントを簡単に解
説した動画を「家の光チャンネル」で公
開しています（約４分）。セミナーでご
覧いただいたり、愛読者のみなさんへ視
聴を働きかけください。

携帯やスマホのカメラで
読み取ってアクセス！

生まれてからいままでの自分史、いまの自分の体のこと、介護
や相続の希望など、家族に知っておいてほしいことを整理でき
る「家の光」エンディングノート。書けるページから始めてみ
ましょう。

2021年版NEW！！

１
親子で「終活」の進み
具合をチェックする
QandAを設けました。

手相チェックでおなじみの島田
秀平さんが、「終活・相続」に
関連する手相を教えます！

２

メッセージ
欄拡充

４３
年代ごと
の自分史



←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。12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
お手軽おやつ」

⇒ P204

「キレイを磨く美活おせち！」
⇒ P37

「ペーパーストローで作るヒンメリ」
⇒ P50



①

「表紙の人」で小栗旬さんが、
来客がある時に振る舞う料理は
「けんちん汁」である。◯か×
か？

②

「ペーパーストローで作るヒン
メリ」のヒンメリとは、北欧発
祥の健康を願い作られたモビー
ルである。◯か×か？

③

「農ライフのすすめ すごい!
アズキの力」で、アズキの赤色
は ”ポリフェノール”によるもの
であると紹介されている。◯か
×か？

④

新連載「こざる探偵が行く! 素
朴なギモンをめぐる旅」では、
松ぼっくりができるまでに半年
かかると紹介されている。◯か
×か？

⑤

「気になる 暮らしの裏ワザ大検
証！」では、シャツの袖は外側
にまくった方が落ちにくくなる
と紹介されている。○か×か？

⑥

新連載「SDGsを考えながら暮
らしてみた」。浜辺の漂着物を
収集・観察したり漂着物を加工
したりすることを”ビーチコー
ミング”という。○か×か？

⑦

「ひと目でわかる!  農業JA入
門」で、営農指導員の従事者数
がいちばん多い種類は”野菜”で
あると紹介されている。◯か×
か？

⑧

「丸わかり野菜作り 畑の時
間」で紹介しているパクチーは、
英語で「コリアンダー」と呼ぶ。
◯か×か？

⑨

新連載「ガーデニング なんで
も相談」で、わたしたちが少し
肌寒いと感じる温度がシクラメ
ンを長持ちさせるのに最適な温
度であると紹介されている。◯
か×か？



① × ＜p.3＞

正解は「豚汁」です。実家ではお客さ
んが来るときにかならず豚汁を作って
みんなで食べていたそうです。
小栗さんの言うとおり、楽しい雰囲気
の中で食べる料理は一番のごちそうで
すね。

② × ＜p.50～53＞

健康ではなく「豊作」の願いを込め
て作られていたそうです。
ナチュラルな素材感と幾何学模様の
シャープさが魅力で、近年じわじわ
と人気が高まっています。

③ ○ ＜p.70～75＞

ポリフェノールは身体の酸化を防ぐ
抗酸化作用があります。老化を進め
る活性酸素の産生を抑え、血管やお
肌を若々しく保ちます。
積極的に摂取していきたいですね。

④ × ＜p.80～83＞

松ぼっくりはできるまでに「1年半」
もかかります。
松ぼっくりの中には種が入っています。
表面がぬれるとかさを閉じて、中の種
をぬらさないようにします。

⑤ × ＜p.84＞

袖は内側にまくった方が落ちにくく
なります。ただし、ツルツルとした
ポリエステル素材の薄手のシャツで
は効果は認められませんでしたので、
ご注意ください。

⑥ ○ ＜p.98～99＞

今の時期は、夏とはまた違う海の楽
しみ方ができますね。海の近くに住
んでいる方はぜひ一度試してみては
いかがでしょうか？
ビーチコーミングをするさいにはガ
ラスや尖った石などにお気をつけく
ださい。

⑦ ○ ＜p.137～139＞

営農指導員の29.3％が野菜の指導員
です。野菜の栽培でお困りのさいは、
ぜひともお声かけください。

⑧ ○ ＜p.195～201＞
タイ語では「パクチー」、英語では
「コリアンダー」、中国語では「香
菜（シャンツァイ）」と呼ばれます。
強い香りでエスニック料理にはかか
せない食材です。

⑨ ○ ＜p.202～203＞
適温は18℃程度。暖房の効いていな
い、明るい窓辺が最適な場所です。
シクラメンは冬の鉢花の定番で、こ
こ数年で花のバラエティーが増えて
人気が再燃しています。


