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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

Ⓒ伊東ぢゅん子



手と頭をフル活用！

筆ペンでかく プチイラスト＆ゆる文字
筆ペンがあればだれでも気軽に取り組める筆ペンイラストとゆる文字。
手と頭を使うので、健康効果も期待でき、特に高齢者にお勧め！
年賀状や加工品のラベルなどに使える題材をはじめ、かく手順を丁寧
に解説しています。
ぜひ付録をテキストに、筆ペン教室を開催してみませんか？

第1
別冊付録

濃墨・薄墨・水筆ペンの3種の筆ペンのあっせ
んを行っています。
お申し込みは家の光協会普及企画部まで！



「今じゃなくてもいいや」「後でやろう」と、いつま
でも先延ばしにしてしまうと、いざというときに家族
に迷惑がかかってしまいます。次の世代に引き継いで
いくためにも、相続の準備は始めておきましょう。

２０２３ わたしノート

賢くつなごう 相続虎の巻
第2

別冊付録

相続やエンディングノートについては、「よくわからない」「どうにかな
るだろうと思ってやっていない」といった人が大半ではないでしょうか。
相続はだれにとってもひと事ではありません。
たいせつな人への相続の準備に、このノートを家族で読み、活用してくだ
さい。

Part１
学習編で、相続・
資産・遺言書など
について知識を深
めましょう！

Part２
記入編で、実際に
学んだ知識を活か
し、相続に必要な
情報を記入しま
しょう！



<P14～29>コロナ時代の冠婚葬祭
新型コロナの感染拡大で、人が集まる機会が減りました。
気づけば、わたしたちの行動様式自体が変わってしまっています。
家族、親族、地域にとってたいせつな儀式や行事は、これからどこへ
向かうのでしょうか。
関心が高い葬儀を中心に考えてみました。

特集１

コロナ禍の読者のみ
なさんの声を赤裸々
に掲載しています



特集２
食べて筋力アップ！

ラク早 たんぱく質レシピ
一日に必要なたんぱく質量は体重1㎏当たり1.0～1.2gが目安と言われ
ています。中高年にとくに必要なたんぱく質がしっかりとれて、短い
時間で手軽に作れる栄養満点のレシピを紹介します。

<P34～45>

毎日無理なく作って食べられる、
高たんぱくで手軽に使える食品を
活用した、主菜は10分、副菜は5
分程度で作れるレシピも掲載！



心も体も上向きに

高尾美穂のらくヨガ
手芸

第2回の今回は、美姿勢に導く「若見えのポーズ」をご紹介。
元気の源は姿勢から。家事の合間やトイレに立つタイミングなど
にちょっと姿勢を正すだけで、リンパや血液の流れがよくなり、
筋肉が活性化して代謝がアップします。見た目も若々しくなり、
スタイルアップにもつながるので一石二鳥です。

健康
<P54～55>

作業の合間の10秒で！

ひと息入れたいときや疲
れを感じたときに、若見
えのポーズを10秒間
キープしてみましょう。
骨盤が立ち、背筋も伸び
て美しい姿勢になります
よ！

お便りもお待ちしているので、先生に聞
いてみたいことをぜひお寄せください！



ネコのボンボンストラップ<P62～65>

今月の手芸のページは「ネコのボンボンストラップ」を紹介。
愛らしい見た目とふわふわした手触りが魅力のボンボンストラップ。
製作時間が短く、簡単に作れるため、お子さんと作るにもぴったり。
かばんやキーリングなどにぶら下げて、いっしょに出かけましょう。

手芸

作成時間の目安
３０分

用意するもの
【材料】
・グレーのアクレーヌ……5g
・白のアクレーヌ……1g
・結びひも……40～50㎝
・グレーのフェルト：外耳用（6×6）……1枚
・ピンクのフェルト：内耳用（6×3）……1枚
・茶のフェルトシール：目・鼻用……1枚
・カニカン付きストラップ……1個

【道具】
・くるくるボンボン ・輪ゴム ・はさみ
・目打ち ・セロハンテープ ・手芸用接着剤
・実物大型紙 ・洗濯ばさみ

キットの販売を行います！
詳しくは家の光協会普及企
画部までご連絡ください！



日本の「農」と「食」を守る人に会いに行く

農のチカラ再発見
農と食

農業の底力と魅力を日本各地で発信していく新企画。
第2回は甲賀忍者と信楽焼で有名な、滋賀県ＪＡこうかです。
滋賀県出身の落語家・桂三度さんがリポーターとして、県と市とJAが一体となって
新たな農業作目、農業人口の拡大に熱心に取り組んでいる様子を伝えます。

<P48～53>

ナシ、キク、ねぎと様々
な品目が栽培されている
甲賀市。
どの生産者さんもチャレ
ンジ精神にあふれる様子
が伝わってきます！



農ライフ
のすすめ

新年を寿ぐ

ミニ盆栽と３D寄せ植え <P66～75>

手のひらサイズでかわいらしい「ミニ盆栽」と「３D寄せ植え」。
どちらも特別な道具はいらないうえ、作って、育てて、めでる楽しみ
が詰まっています。
玄関先や床の間、リビングなどに飾れば、家族はもちろん、訪れた人
もきっとハッピーな気分になります。

まずは始めてみよう！

盆栽や寄せ植えというと少
しとっつきにくいイメージ
がありますが、初心者でも
楽しめるのがミニ盆栽と３
D寄せ植えの魅力。
まずは手軽で取り組みやす
そうなものから、自由に始
めてみませんか？



家の光
童話賞

第37回家の光童話賞

「手ぬぐいそうせんきょ」 <P104～110>

2022年4～7月号で募集した、わが子に贈る創作童話・第37回「家
の光童話賞」。全国から680編の作品が寄せられました。
たくさんのご応募、ありがとうございました。

手ぬぐいたちの総
選挙によって、お
ばあちゃんが被る
手拭いが決まると
いう、ユニークな
作品。農をとおし
て描かれる家族の
温かみが感じられ
る作品です。



連載漫画 「山奥ニート」やってます。

山奥のウメ農家のもとでアルバイトをすることになったニートたちと農家
夫妻の、心温まる話を掲載。広がるウメ畑の様子から、摘果・選果の作業
の様子まで、実際の山奥生活に基づいて描かれている描写にほっとします。

<P115～126>



『家の光』を活用して
10分でできる活動をご紹介！

女性組織での会議や活動の一部に、「10分家活」を取り入れ
てみませんか。その場の雰囲気が明るくなりますよ！

10分のすきま時間で取り組め
る、暮らしを豊かにするための
ヒントをご紹介。今月は、10
分でできる台所の収納の整理に
ついて紹介しています。

全国の女性組織活動を知ることが
できるルポ企画。今月は、JAいち
かわ市川地区女性部の活動をご紹
介。やりたいことをもとに集まる
サークル活動、近況報告のための
女性部の広報誌作りなど、ユニー
クな活動の数々は必見です。

家庭菜園を舞台にした動画で大
人気の“ひろちゃん”が、農作業
や動画制作、家族のことなどを
語ります。

10分あったらやってみよう
（P209）

隔月連載エッセイ

78歳ユーチューバー
ひろちゃんのつれづれ
（P174～175）

まんがルポ
みんなでできた！JA女性組織

（P146～149）



①

「一日葬」とは、通夜をおこな
わず一日だけで葬儀を済ませる
サービスである。〇か×か？

②

中高年になると若年層よりたん
ぱく質の吸収率が高くなるので、
たんぱく質を取りすぎないよう
にした方がよい。〇か×か？

③

「低樹高栽培」とは、地面から
1メートルの高さに枝を誘引す
ることで、脚立の昇り降りなど
の作業がなくなる栽培法である。
〇か×か？

④

こめかみや耳の下が痛むとして
も、押したりマッサージをして
はいけない。〇か×か？

⑤

３D寄せ植えをするさい、水や
りは鉢ごとに少しずつまんべん
なく与える。○か×か？

⑥

農産物の価格が不安定である原
因には、天候に左右されること
だけではなく、安さを求める消
費の現状も関係しているという
意見もある。○か×か？

⑦

大きな音を聞くと、聞き取る力
が鍛えられるので聴力トレーニ
ングにつながる。○か×か？

⑧

「こづゆ」とは、福島県の会津
地方に伝わる、小ぶりな塗りの
椀にたっぷりの具材と、干し貝
柱のもどし汁のだしを彩りよく
盛った汁物のことである。
○か×か？

⑨

鍋裏に付いた焦げは、あまりこ
すらずに放置して、時間のある
ときに処理したほうがよい。
○か×か？



①○ ＜p.25＞

約30年前から都市部を中心に、「一
族」や「家」への帰属意識が薄く
なった影響で、葬儀の合理化が進み、
「一日葬」といったサービスが登場
しました。

② × ＜p.35＞

中高年になるとたんぱく質の吸収率
が低下するため、若年層よりも多く
摂取する必要があります。「サルコ
ペニア（加齢による筋肉量の減
少）」を防ぐためにも、しっかりた
んぱく質を摂取しましょう。

③ ○ ＜p.49＞

今月の「農のチカラ再発見」では、
なしの低樹高栽培を行う農家を訪問
しています。JAで研修なども行って
いて、負担もそれほどかからない栽
培法なのだそうです。

④ × ＜p.57＞

こめかみや耳の下が痛む場合は、あ
ごまわりの筋肉が凝り固まっている
可能性があります。軽く口を開け、
10秒ほどでも軽く押しながらマッ
サージをしましょう。

⑤ ○ ＜p. 75＞

排水用の穴が開いているとはいえ、
上の鉢だけに水をやればよいわけで
はありません。また、時々正面を変
えるなどしてまんべんなく日光や風
を当てましょう。

⑥ ○ ＜p.93＞

2022年1月に日本政策金融公庫が実
施した、食品の値上げに関する調査
によると、「食品の値上げを許容で
きない」とする割合は、若い世代ほ
ど高いことがわかっています。

⑦ × ＜p.128＞

大きな音にさらされていると、耳に
ダメージがたまり聞こえが悪くなり
ます。トラクターやコンバイン、草
刈機などの農業機械から出る音にも
注意しましょう。

⑧ ○ ＜p.176＞

会津地方では、ハレの日に「こづ
ゆ」を集まって作り、食べていたと
言います。貝柱にサトイモ、ヒメタ
ケなど9種類ほどにわたる具材が小
さく刻まれて小さな椀に入っていま
す。

⑨ × ＜p.209＞

鍋裏に付いた焦げは、ラップフィル
ムでこするだけで落ちることもあり
ます。水で濡らしたラップを丸めて、
気になる焦げにこすりつけてみま
しょう。


