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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



<P12~27>

あなたならどうする⁉

もしものときの危険回避術
火災、事故、野生動物との遭遇、天災時など、身近に起こりうる危険なシチュ

エーションはさまざまです。そんなとき、パニックに陥って判断を誤らないよう、
とっさの判断を問うクイズでいざというときに備えましょう。

特集１

〇いつもの読書会にクイズを取り入れて！
「もしものときの回避術」では火災や事故など

が起きたときにどのような判断をするべきかを、
まんがとクイズで紹介しています。読書会を開く
さいは、ぜひみなさんにクイズにチャレンジして
もらいましょう。クイズを取り入れることで会話
が増え、和気あいあいとした雰囲気になります
よ！

〇＜こんなときはどうする？＞を活用しよう！
各クイズのあとには、＜こんなときはどうす

る？＞の形で、さまざまな場面での対処法を紹介
しています。こちらもクイズ形式にして、みなさ
んなら「こんなときどうするか」を答えてもらう
のもいいですね。また、実際にその場面を体験し
た方がいれば、「その時どうしたか」を話しても
らい、よかった点や、気づいた点（反省点）をみ
なさんに話し合ってもらいましょう。

クイズをしよう！



女性農業者が
もっと輝くための提案

特集2
<P33~43>

わたしたちは、いま「男女共同参画」の実現をめざしています。女性が女性であ
るがゆえに、不利益を被ることはありませんか？ 子や孫の世代にまで‶我慢“を引
き継ぎたくないものです。女性農業者たちの提案を読みながら、いっしょに考えま
しょう。

記事を読み、思ったことを書き出す。
まずは、女性組織のみなさんに記事を読んでもらいましょう。そして、記事のなかで共感

したことや、自分自身の女性差別を感じた体験談があれば書き出してもらいましょう。

書き出したことをグループでシェアする
書き出してもらったことをグループに分かれてシェアしてもらいましょう。悩み事をシェ

アし、同じ悩みを持った人と繋がり共感し合うことで、少しでも心の負担を減らすことにつ
ながるかもしれません。

これからどうしていくべきかを話し合う
それぞれのグループで出た悩みを発表してもらいましょう。そしてその悩みを解決するに

はどうしたらよいか、子や孫の世代まで残さないためにはどうすればよいか、みなさんに話
し合ってもらいましょう。複数人で考えることで、さまざまなアイデアが生まれます。



もりもり食べたいニンジン料理
『家の光』でおなじみの料理研究家・きじまりゅうたさんが、千葉県船橋市（Ｊ

Ａいちかわ管内）のニンジン農家を訪問！「栄養豊富でおいしいニンジンをもっと
食べてほしい」という悩みを解決するレシピを考案しました。

特集3
<P44~51>

料理教室で！

簡単なレシピで作れるおいしいニンジ
ン料理を紹介しています。野菜料理を日
常でさっと取り入れられるように、まず
は料理教室で作ってみましょう。主食、
主菜、副菜をそれぞれ紹介していますの
で、料理教室に取り入れやすいですよ！
ニンジンだけでメニューを完成させるの
もよいですね！

ジャム ドレッシング

持ち帰って自宅で楽しめるレシピ！

「規格外品でおいしいレシピ」とし
て、ニンジンを刻んだりすりおろした
りして使うレシピを紹介しています。
ジャムやドレッシングは、料理教室で
作ったあと持ち帰って家庭で楽しんで
いただくのもよいですね。また、規格
外品を使うことで食品ロス削減にもつ
ながりますので、食品ロスの学習会と
併せてご活用いただくのもお勧めです。



大きな日よけがポイントひまわりぼうし
手芸

<P54～57>

ひまわりのような形をした大きな帽子は、傘の布が日よけになり、両手が自由に
なるので農作業がしやすく、とても便利です。

用意するもの

材料

・折りたたみ傘の布（骨を外したもの）…１本分
・散髪用ヘアキャッチャー…１個
・ひも（長さ75㎝・好みの色）…2本

道具

・半径17.5㎝の円形の型紙1枚
・チャコペン
・重し（ペットボトルや漬け物石でも可）
・定規
・はさみ
・手縫い糸（傘布に合う色）
・手縫い針
・待ち針
・クリップ
・マーカー

作成時間の目安
6~8時間

活用のヒント

〇作成時間が6～8時間と長いので、回数を分
けて手芸教室を開催しましょう。工程をいく
つかに分けて、学習会や料理教室のあとに入
れてもよいでしょう。時間をかけてじっくり
作るので、愛着がわきますよ！
〇大きな日よけは、熱中症対策にもなるので、
熱中症対策の講習のさいに紹介するのもよい
ですね。

暮らしに役立つハンドメイド大賞 大賞受賞作品



<P66~70>

12月号別冊付録「家の光家計簿」を記帳していますか？ 「毎日家計簿をつける
のが苦手」という人もだいじょうぶ！ 無理なくできることから始めて、家族や仲
間を上手に巻き込めば、SDGsの実践にもつながります。

家計簿 ラクラク家計管理で
SDGsへの一歩を踏み出そう

◎SDGs学習会と一緒に！

66～67ページでは、家
計簿をつけることで実践で
きるSDGsの項目を紹介し
ています。家計簿記帳は
SDGsと密接に関わってい
ますので、SDGsの学習会
のさいに併せてご活用くだ
さい。

◎レシートで振り返り！

69ページでは、レシー
トを持ち寄って話し合う
ことを提案しています。
69ページを参考に、女性
組織のみなさんに１週間
分のレシートを持ち寄っ
ていただき、お金の使い
方を振り返ってもらいま
しょう。

◎ハッピーマイライフ体験
文と併せて！

102～103ページでは、
ハッピー マイライフ体験
文の最優秀賞作品を掲載し
ています。家計簿記帳のエ
ピソードがつづられていま
すので、ぜひ併せてお読み
ください。ご応募もお待ち
しています！



こざる探偵が行く！ 素朴なギモンをめぐる旅

やってみよう！ チェアリング編
こざる探偵
が行く！ <P88～91>

いまはやりのチェアリングを知っていますか？ チェアリングとは、椅子を使っ
たいちばん気軽なアウトドア活動のことです。椅子を買うところから実際にチェア
リングをするところまで、こざるさんが実践しました！

〇軽い運動にもなりますので、健康教室と
して女性組織のみなさんでご活用いただけ
ます。
〇チェアリングに必要な持ち物は椅子だけ
です。家にアウトドア用の椅子がある人に
は持参いただきましょう。こざるさんは
1600～2000円の椅子を買っています。意
外と、身近に安くて丈夫な椅子が売ってい
ますので探してみてください。

準備 実践

〇小さな机と飲み物を持っていくとより楽
しむことができますよ！ 夏のチェアリン
グは熱中症の危険性もあるので、飲み物を
用意して、木陰などの涼しい場所で行うと
よいですね。
〇景色のきれいな場所や、花がたくさん咲
いている場所などの場所で行うと、会話も
増え心がリフレッシュされますよ！
〇感染症対策を万全にして行いましょう。



パズルで脳を活性化！

脳活ドリル
「あの人の名前、なんだっけ……？」そんな‶ド忘れ“が増えてきたら、脳が運動不

足になってきている証拠かも？ ５種類の難問パズルに挑戦して、脳が本来持って
いる「5つの力」を活性化。頭の中を気持ちよくトレーニングしましょう！

脳活
<P115~121>

楽しく脳トレ！

〇まちがい探しをはじめ、楽しくできる脳トレを紹介しています！ 女性組織での読書会
や講習会の一部に取り入れて、楽しい雰囲気に！ ちゃぐりんフェスタや親子イベントに
取り入れてもよいですね！
〇158ページに掲載している、クロスワードパズル（答えは次号記載）もご活用ください。
正解者の中から抽選で10名にプレゼントが当たりますので、ぜひご応募ください！



キーワードで学ぶＪＡ女性組織ヒストリー 第2回

綱領・五原則
ＪＡ全国女性協70周年記念企画として、9月号から始まった連載、ＪＡ女性組織ヒ

ストリー。第二回となる今回は、「綱領・五原則」についてのお話です。ＪＡ女性組
織誕生の歴史を改めて学びましょう。

ＪＡ全国女
性協70周年
記念企画

<P136>

女性組織のみなさんで読み合わせをしましょう。
とくに、フレッシュミズや女性大学世代の方たちの
活動でご活用ください。ＪＡ女性組織の歴史を学ん
でもらうことで、女性組織への理解が深まり、思い
を受け継ぐことに繋がります。

YouTube動画のご案内

ぜひ誌面と併せてYouTube動画もご覧くださ
い。こちらの二次元コードを読み取って、ご覧
いただけます。



まんが
ルポ

みんなでできた！ ＪＡ女性組織

コロナ禍から生まれた
「マスクの輪」運動とシトラスリボン運動の巻

<P146～149>

昨年春のマスク不足をきっかけに始まった「マスクの輪」運動。コロナ禍での差別
や偏見をなくそうと取り組むシトラスリボン運動。どちらも‶できることを見つけて
活動しよう！“という前向きな姿勢から生まれました。

自分たちにできることはなにか、考えよう！

埼玉県ＪＡほくさい女性部の、マスクを作るきっかけとなった場面から、作った
マスクやシトラスリボンを寄付するまでを紹介しています。ぜひ女性組織のみなさ
んにこの記事を読んでいただきましょう。自分たちになにかできることはないか考
えるきっかけになります。

埼玉県ＪＡほくさい女性部



ビタミンＣなどの栄養が豊富なもやしは、種を暗いところで発酵させたスプラウ
ト（芽物野菜）です。栽培期間は１週間ほど。食感と味のよい自家製もやしが食べ
られます。みなさんもぜひもやし作りにチャレンジしてみてください。

畑の時間
丸わかり野菜作り 畑の時間

豆類のもやし作り

用意するもの

・もやしの種（市販のもやし専用の種や食用の種）
・広口の容器（ガラスかプラスチック製で、10～20㎝の高さ。煮沸するかアルコール噴霧
で消毒しておく）

・水切りネット（ガーゼなど目の細かいものを輪ゴムで留めて使用してもよい）
・段ボール箱（容器を覆うサイズ）

<P199>

食農教育に！

用意するものも少なく、収穫まで1週間と簡単に育
てられますので、子どもの食農教育にぴったりです。
材料キットを配り、誌面を参考に家族で作ってもら
うのもよいですね。収穫したもやしを使って、親子
料理教室を開くのも一案です！



今月のＹｏｕTｕｂｅはココ！

YouTubeで動画を配信をしています！ 誌面に掲載された二次元コードをスマートフォンで読み取って
いただくだけで、YouTubeで配信された動画を視聴できます。詳しくは本誌P11をご覧ください。

「ここがポイント!  今月の手芸」
ひまわりぼうし⇒ P54

「増田由紀のスマホ道場」
⇒ P30

「本谷先生の
料理のお悩み相談室」
⇒ P208

「ＪＡビギナーズガイド
ステップアップ編」
⇒ P137

「キーワードで学ぶ
ＪＡ女性組織ヒストリー」
⇒ P136

「川城先生の
野菜作りなんでも相談室」
⇒ P200
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インスタライブ開催！

『家の光』9月号 別冊付録「絶品！ 生米パン」のリト史織さんをゲストに
招き、インスタライブを開催いたします！ ぜひ女性組織のみなさんでご
参加ください！

９月24日金曜日 12:10~12:55



①

「もしものときの危険回避術」
から出題。部屋の中にスズメバ
チが侵入したら、落ち着いた隙
をねらってハエたたきで仕留め
るとよい。〇か×か？

②

「手芸 ひまわりぼうし」では、
傘の布を使って作る帽子を紹介
している。〇か×か？

③

「ストールの巻き方」で紹介し
ている「基本のミラノ巻き」は、
結び目がなく柔らかい印象を与
えてくれると説明している。〇
か×か？

④

「農ライフのすすめ」で紹介し
ている石窯の4つの魅力の中の
ひとつに、「材料が手に入りや
すい」とある。〇か×か？

⑤

「こざる探偵が行く！」で紹介
している「チェアリング」とは、
自分で椅子を作ることである。
〇か×か？

⑥

「日本一やさしいお金相談所」
では、犬より猫を飼うほうがお
金がかかると紹介している。〇
か×か？

⑦

「ふるさとダイアリー」で紹介
している「弁慶飯」とは、みそ
をぬったおにぎりにキャベツを
巻いてかるくあぶったものであ
る。〇か×か？

⑧

「畑の時間」では、害虫からい
ちごを守る対策として、果実を
地面につかないようにするとよ
いと説明している。〇か×か？

⑨

「ガーデニングなんでも相談」
では、パンジー、ビオラにつく
灰色のカビの原因として、水や
りを怠っていることと説明して
いる。〇か×か？



① × ＜p.12～27＞

スズメバチは素早く動く黒いものを
重点的に襲う傾向があります。スズ
メバチが部屋に侵入したときは、隙
間を残してカーテンを閉め、殺虫剤
で駆除しましょう。

② 〇 ＜p.54～57＞

大きな日よけがポイントのひまわり
ぼうしは、使わなくなった傘の布を
再利用して作ります。傘の布が日よ
けになり、両手が自由になるので農
作業がしやすく、とても便利です。
ぜひ作ってみてください！

③ 〇 ＜p.61～65 ＞

ミラノのおしゃれな男性が好んで巻
くイメージからその名が付いた「ミ
ラノ巻き」は、結び目がなく柔らか
い印象を与えてくれます。一度結ん
だらくずれることもなく、アレンジ
の幅が広いのも特徴です。

④ 〇 ＜p.72～80＞

使用するのは耐火れんがと土台用の
石です。ホームセンターやインター
ネットで簡単に手に入れることがで
きます。

⑤ × ＜p.88～91＞

チェアリングとは、椅子を使ったい
ちばん気軽なアウトドア活動。アウ
トドア用の椅子を持って外に出かけ
お酒を飲んだりして好きに過ごしま
す。

⑥ × ＜p.124～127＞

犬を飼うほうがお金がかかります。
猫はあまり毛が伸びないのに対して、
毛が伸びる種類の犬は定期的な手入
れが必要になるので、トリミング代
が発生します。また、犬を活発に運
動させるには施設を利用する場合も
あるので費用がかかります。

⑦ × ＜p.163～173＞

「弁慶飯」とはみそをぬったおにぎ
りに、山形県産の青菜漬けを巻いて
軽くあぶったものです。171ページに
レシピも紹介していますので、ぜひ
作ってみてください！

⑧ 〇 ＜p.195～201＞

色づいた果実が地面につくと、腐っ
たり、アリやナメクジの食害遭った
りします。果実が肥大してきたら通
路にわらを敷いて果実が地面につか
ないようにしましょう。

⑨ × ＜p.202～203＞

灰色のカビは、花や葉の上からの水
やり、花殻の放置や長雨などが原因
です。対策は、水やりは株元におこ
ない、花殻や枯れた葉は早めに取り
除くことです。


