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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



東日本大震災から十年

きずなの力 語り継ごう、これからも
＜Ｐ10～27＞

特集１

多くの尊い命と暮らしの糧を奪った東日本大震災。2011年の特集から始まった
連載「きずなの力 被災地からの便り」の最終回となる特別編です。ぜひ、ご一
読ください。

◎職員の学習会や持ち寄り読書で活用く
ださい。

◎グループや家族で防災対策や緊急時の
対応について話し合ってみるのもいい
ですね。

活用の
ヒント

「当事者」から「非当事者」へ

震災の記憶を繋いでいくには、被災体験が少な
い、あるいはないと思っている人たちの語りも
重要だという瀬尾夏美さん。
＜画家・作家・(一社)NPO法人NOOK代表＞
当事者、非当事者にかかわらず語り継ぐことが
たいせつですね。



＜Ｐ35～45＞

特集２

セーターやパーカーなど、かさばりがちな衣類の上手なたたみ方を写真で
わかりやすく解説。さらに、収納のコツも併せて紹介します。衣替えや旅行の
ときなどに役立ててください。

簡単&コンパクト

上手な服のたたみ方

収納のコツも紹介！

◎窓口での対話活動や、組合員訪問の
さいの会話のきっかけにどうぞ。

◎AR動画も紹介してみましょう。

アイテム別にたたみ方を紹介！

タートルネックやワイドパンツなど、たたみ方
に悩むものもキレイにたためます。クローゼッ
トやタンスをすっきりさせるチャンスです！



読み物

解雇や雇い止め、家庭内暴力や虐待、精神疾患……。新型コロナウイルスの
感染拡大の影響が拍車をかけ、苦境に立たされている人が増えています。
困窮者の再出発を支援する現場に密着しました。

あなたをぜったいに一人にしない
＜Ｐ47～51＞

◎職員の学習会や持ち寄り読書で
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

多面的なアプローチで手厚い支援

認定NPO法人抱樸では、公園で行う炊き出しの
さいに、看護師や弁護士などの専門家が相談に
応じる「よろず相談」を併設。健康問題や法律
などさまざまな相談に応じています。そのほか、
パトロールや声がけも定期的に実施しています。



特集３

感染症対策のために、おすすめしたいのが「あいうべ体操」です。口の周囲
の筋肉や舌の筋肉を鍛えることで鼻呼吸を促し、免疫力を高めます。感染症を
予防しながらキレイに健康になりましょう！

＜Ｐ54～61＞

◎ご家庭で子どもや孫といっしょに
「あいうべ体操」をしてみましょう。

◎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。

活用のヒント

「あいうべ体操」で免疫力アップ

口呼吸ではなく鼻呼吸を！

口呼吸は鼻呼吸と比べてさまざまなデメ
リットが生じます。空気がそのまま器官
や肺に入ることでウイルス感染を招きや
すくなってしまいます。



料理
あんクリームを絞って作る

フラワーカップケーキ
白あんとホイップクリームを混ぜたあんクリームを花びらのように絞って作る

「フラワーカップケーキ」。今回はピンクと茶色のフラワーカップケーキの作り
方を紹介します。

◎女性組織やフレミズの料理教室の
一品にどうぞ！

◎白あん以外にもこしあん、さらし
あんを練ったものでも作れます。
ずんだあんにしたり、ナッツを加
えたり、アレンジを楽しみましょう。

活用のヒント

＜Ｐ64～67＞

ギフトにもおすすめ！

簡単でおいしく手軽に作れて、
ちょっとしたギフトにもおすすめ。
持ち運ぶさいは緩衝材を入れた箱
に入れれば安心です。

上手に作る
ためのポイ
ントをQ&A
で紹介！



農ライフ
のすすめ

春がおいしい！

山菜アラカルト
食べるだけでなく、野山を歩いて自然とふれあったり、採取を楽しんだりする

のも山菜の魅力。採り方や下処理の方法、山菜のレシピを紹介します！

◎女性組織やフレミズの料理教室
の一品にどうぞ。直売所でレシピ
を紹介して、消費者にＰＲ！

◎地域にどんな山菜があるか、調べ
てみるのもおもしろいですね。

活用のヒント

＜Ｐ72～78＞

春は山菜シーズンの幕開け！

山菜のおいしい季節が始まります。あく抜
きなどの下処理をきっちりとすることで、
よりおいしく食べることができます。
春の味覚を味わいましょう！

山菜ごとにレ
シピを紹介！

料理方法が
わからなくて
敬遠していた
方も安心！



作って
みました

手洗いが楽しくなるフェルトソープ
＜Ｐ68～71＞

手芸

毎日使う石けんに羊毛を巻き付けて、やさしい触り心地で
見た目もかわいいフェルトソープを作ってみませんか。

◎とても簡単です。子どもや孫と
いっしょに作ってみましょう。

◎色や柄を各自で工夫して、フレ

ミズや女性組織、記事活用グ

ループのSNS（ツイッター、

LINE、インスタなど）に投稿

し合ってみませんか。

活用のヒント

◎制作時間の目安◎ 30分（乾かす時間を除く）

ベース、モチーフとも、羊毛はなるべく厚
みを均一にすると仕上がりがきれいです。

１

工程14～18のフェルト化するときは、
ネットでぴったりと包み、指先でこする
ようにしましょう。手の平などでごしご
しこすると、モチーフがよれやすいです。

２

作り方のコツ

衛生面の注意点

フェルト化前 手の平でこすったのでモ
チーフがよれてしまいま
した。ストライプは柄の
方法に向かってこすると
ずれにくいそうです。洗
濯ネットは切らなくても
使えますが、ぴったり巻
かないとよれの原因にな
るので注意しましょう。

完成！

モチーフ用のフェルトはもう少し
透けるくらいの厚みがよいです。

内部に水分を吸湿し、表面は撥水
作用でサラッとしやすいですが、
水浸しだと不衛生にもなるので、
受け皿は穴あきの水を逃がせるタ
イプがおすすすめ。ときどき、乾
かす日があるとよいでしょう。



モノクロ
特集

「健康のため」「美容のため」と、一年中ダイエットの情報があふれる現代。で
も、本当にだれしも”痩せる”必要があるのでしょうか？ 自分の体重や体形とどう
向き合っていくべきか、いっしょに考えてみませんか。

すてきに見える着こなしアドバイス

＜Ｐ115～121＞

診断リストで健康に！

体がどんな状態ならダイエットするべきか、
あるいはダイエットをしなくてもよいのか。
６つの「理由」別に診断してみましょう！

やっぱり痩せなきゃダメですか？
いま考えたいダイエットの話

多くのファッ
ション誌で
活躍している
スタイリスト
福田栄華さん
に着こなしの
ポイントを紹
介していただ
きます。



ふるさとダイアリー

ご当地グラノーラ
地域
情報

＜Ｐ163～173＞

グラノーラとは、穀物を加工して焼きあげたシリアル食品のこと。輸入もの
というイメージが強いですが、近年は地場産の米やムギを使った「ご当地グラ
ノーラ」が増えています。

ご当地グラノーラをお取り寄せ！

編集部おすすめのグラノーラを紹
介！ 地域の農産物を使用した個
性豊かなグラノーラを味わってみ
ませんか？

バラエティ豊かなグラノーラをご紹介！

野菜、果物をチップやドライフルーツに加工し
たグラノーラや、ショウガなどのスパイスを使
用したグラノーラなど、甘いだけじゃない魅力
あふれるグラノーラがたくさんあります！



←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。3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
お手軽おやつ」
⇒ P204

「簡単&コンパクト
上手な服のたたみ方」
⇒ P35

「手洗いが楽しくなる
フェルトソープ」
⇒ P68

「『あいうべ体操』で
免疫力アップ」
⇒ P54



①

「特集 上手な服のたたみ方」で
河野真希さんは「立てて収納」
すると目当てのものが見つけや
すく取り出しやすいと紹介して
いる。◯か×か？

②

「特集 あいうべ体操」であいう
べ体操は起床時におこなうのが
もっとも効果的である。◯か×
か？

③

「あんクリームを絞って作る フ
ラワーカップケーキ」で、あん
クリームの味わいを変えたいと
きは、生クリームを同量のスキ
ムミルクに置き換えると紹介し
ている。◯か×か？

④

「春がおいしい！ 山菜アラカル
ト」であく抜きのポイントは苦
みを完全になくすことである。
◯か×か？

⑤

「グリーンウオッチ」で紹介し
ている「チキン・オブ・ザ・
ウッド（森の鶏）」と呼ばれる
食べ物はキノコのことを指す。
◯か×か？

⑥

「やっぱり痩せなきゃダメです
か？ いま考えたいダイエットの
話」で日本はBMI30以上、欧米
ではBMI35以上で肥満とされて
いる。◯か×か？

⑦

「ひと目でわかる！ 農業JA入
門」で肉類の国内消費量は
1968年から比べて3倍強となっ
たと解説している。◯か×か？

⑧

「JAリーダーインタビュー き
た道ゆく道」で宮崎県JAえびの
市の小吹組合長はコンプライア
ンス研修に牧師を招いている。
◯か×か？

⑨

「暮らしを彩るフラワーレッス
ン」で紹介されたロベリアは、
「ルリチョウチョウ」という別
名がある。◯か×か？



① ○ ＜p.35～45＞

薄手のものや柔らかい素材のものは、
立てたときに形が崩れやすいですが、
記事で紹介した手順でたためば厚みが
できて自立しやすくなります。ブック
エンドなどを使って収納するのもおす
すめです。

② × ＜p.54～61＞

起床時ではなく入浴時がもっとも効
果的なタイミングです。口を大きく
開けても乾燥する心配がありません。
反対に冷たく乾燥した空気の中でお
こなうのはおすすめしません。

③ ○ ＜p.64～67＞

スキムミルクに置き換えることで、
あっさりした味わいになります。逆
に濃厚な味わいにしたいなら、やわ
らかくしたバターを小さじ1弱追加し
ます。

④× ＜p.72～78＞
あく抜きのポイントは風味を抜きすぎ
ないことです。ゆでたら水にさらし、
食材をかんで多少苦みや渋みを感じる
程度が目安です。

⑤ ○ ＜p.91＞

アメリカではコロナ禍による食料不
安に加え土いじりに癒しを求める人
が増え、家庭菜園が人気に。それだ
けにとどまらず、公園や山で食用キ
ノコや野草、山菜などを採取し調理
することが静かなブームとなってい
ます。

⑥ × ＜p.115～121＞

日本ではBMI25以上、欧米では
BMI30以上が肥満とされています。
日本のBMI値はかなり「厳しめ」に
設定されているんですね。

⑦ ○ ＜p.137～139＞
社会が豊かになり、人々の食卓も豊か
になっていきました。1968年時点で、
国民1人あたり1年間の肉類消費量は
約15キロでしたが、2018年には約50
キロと3倍強にも増加しました。

⑧ × ＜p.142～145＞

JAえびの市のコンプライアンス研修
では寺の僧侶に講師をしていただき、
「人を敬う気持ちについて」話して
いただいています。

⑨ ○ ＜p.209＞
ロベリアは初夏に咲く花ですが、霜
の心配がない地域では3月から苗の植
えつけができるので、春から初夏ま
で楽しめる花壇を作ることができま
す。色鮮やかですてきな花壇を作っ
てみませんか？


