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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



６０代から始める

住まいの老い支度
年齢にともなう体の変化に合わせて、自分にとって居心地のいい「住ま
いの仕組み」をつくる住まいの老い支度。10年後、20年後の暮らしを想
像し、元気なうちに片づけはじめられるのが理想です。いつまでも住み
慣れた家で暮らせるように、一歩先の未来を見すえた住まいの整え方に
ついて、生活研究家の阿部絢子さんと考えます。

特集１

片付けは「生き方」
です！とおっしゃる
阿部さんの老い支度
には、ヒントがいっ
ぱい♪
快適な老後を迎える
ために、スペースご
とに老い支度のポイ
ントを教えていただ
きました。

<P14～29>



<P40～51>

今の時代を、もっと生きやすく

「頼る力」の磨き方
忙しくて手が回らないとき、まわりに助けを求められていますか？
60年以上にわたる刑務所慰問などのボランティア経験を持つ、歌手・俳優
の杉良太郎さんと、東日本大震災で産婦人科医として被災妊婦や新生児の支
援に携わり、人の受援力（頼る力）を広める活動をしている医師の吉田穂波
さんの対談です。多くの人の「助けて」に触れてきた二人に、人に頼ること
はどういうことなのか、語っていただきました。（対談記事はP48から）

特集２

話すうちに相談ができるよ
うになり頼り頼られる関係
ができていく。
頼られる側も、たいせつな
人に頼られれば充足感や自
己肯定感に結びつく。
マイナスなイメージのある
「頼る」には、人との絆を
生む力があるんですね。



物価高騰の今こそ考えたい

節約にもなる！
未来のお金の守り方

農業者年金
特別ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ

コロナ禍に加え、農業生産資材や生活必需品の値上がりで、農業経営や生
活の見通しが立てにくくなっている今だからこそ考えたい“備え”の大切さ。
「農業者年金」は、農業者だけが活用できる備えの手段です。
この年金制度に加入し、受給者の立場となったばかりの洞口会長に、ライ
フプランを考える上で重要な備えの大切さと農業者年金への加入メリット
についてお話しを伺いました。

自身や後継者のための
“未来のお守り”となる農
業者年金について理解を
深めるとともに、仲間や
家族といっしょにライフ
プランについて話し合っ
てみましょう。

<P132～133>



春を呼ぶ ぼた餅
心華やぐひとときを

白あんを使って、春のぼた餅を作りませんか。味わいや彩りのアレンジを
自在に楽しめるのが魅力です。いろいろ食べられるように、一口サイズに
仕上げました。ハレの日はもちろん、行楽のお供やふだんのおやつにも
うってつけです。

<P60～65>

グラニュー糖を使った
すっきりとした甘さの白
あんを、酸味のあるフ
ルーツ、香りが味に深み
をだしてくれる茶葉、甘
いものが苦手な人も食べ
られる塩味でアレンジ♪

料理



心も体も上向きに

高尾美穂のらくヨガ
手芸

第４回の今回は、痛みの緩和・予防に「頭痛バイバイのポー
ズ」をご紹介。
つらい頭痛には血流の改善が効果的。首すじの凝りをほぐすこ
とで血の巡りがよくなり、痛みが和らぎます。

健康
<P54～55>

先生へのお便りも引き続きお
待ちしています！

背中の凝りもバイバイ！

頭の重みを利用して、凝り
を和らげます。椅子に座っ
てリラックスして行います。
ついでに背中や肩甲骨まわ
りの凝りもスッキリ解消！



春色リース <P56～59>

今月の手芸のページは「春色リース」を紹介。
余り布を使って華やかなリースを作りませんか。全体の色のトーンを
合わせて、ポイント色を加えるとすてきな仕上がりに。木綿布やレー
ス布、光沢のある布など、質感の異なる布を使うのもお勧めです。

手芸

作成時間の目安
１２０分

用意するもの
【材料】
・段ボール（厚さ3mm、17cm四方）……3枚
・布（5.5cm四方）……60枚
※布の色、素材、柄は好みで。

サイズは多少前後してもよい。

・フェルト（19×19cm）……1枚
・リボン（0.6cm幅）……10cm
※丸ひもでも可

【道具】
・布用はさみ ・紙用はさみ ・定規 ・コンパス
・ピンセット ・目打ち ・鉛筆
・チャコペン ・手芸用接着剤 ※木工用でも可



＜番外編＞

フリマアプリで売ってみよう！

スマホ
道場

捨てるのはもったいない不用品。フリマアプリで売ることができます。
埼玉県ＪＡ南彩女性部の３人といっしょに、フリマアプリの「メルカ
リ」でものを売る方法を、ゆっきー先生に教えてもらいます。

<P34～39>

もっとも人気がある
フリマアプリ「メル
カリ」の始め方から
出品、発送、取引完
了までの流れをスマ
ホの画面を確認しな
がらゆっきー先生が
解説してくれます。
一度登録してしまえ
ば、意外と簡単に出
品できますよ♪



SDGs
南極シェフに学ぶSDGs

むだなくおいしく
心を満たす食の極意

2015年12月から一年半、第57次南極観測隊で活動した渡貫淳子さん。
南極という特異な環境だからこそ感じることができた食のたいせつさと、
食材を残さずおいしく食べきるためのポイントを聞きました。

<P76～79>

食品ロス削減には食材を買
う「入り口」がたいせつと
いう渡貫さん。家庭でも見
習いたいお話でした。
家の光協会から出版された
『南極の食卓 女性料理人
が極限の地で見つけた暮ら
しの知恵』には、南極での
楽しさとたいへんさ、帰国
後の暮らしについて書かれ
ています。



JA共育
ドリル

＜今月のテーマ＞

ＪＡ女性組織がめざすこと <P141～143>

ＪＡ全国女性組織協議会では「つながろう」「まもろう」「かかわろ
う」の三つの具体的な目標を掲げ、「想い」をひとつにし、目標を実現
することをめざしています。元気なＪＡづくりに欠かせない女性組織の
活躍についての取り組みを探ります。

三つの目標を共有し、仲間
づくりと助け合いを広げる
ためには、女性が働きやす
い農業の現場や活動に参加
しやすい場づくりの実現が
不可欠です。
リーダーの育成や、「子ど
も食堂」や「フードドライ
ブ」などの地域の食とくら
しをまもる活動、女性総
代・女性役員のＪＡへの積
極的な参画・登用も期待さ
れています。



農ライフ
のすすめ

食べてヘルシー 育てて楽しい

満喫！ エンドウ <P67～75>

若くて柔らかいさやを食べるサヤエンドウ、まるまるとした実をさやご
と食べるスナップエンドウ、充実した実を食べるグリーンピース。春は
エンドウの仲間が次々と実り、収穫を迎える季節です。エンドウの種の
まき時は晩秋ですが、春先に種まきして間に合うものも！
そこで調理法や栽培のヒントなどをご紹介。旬のおいしさを味わい尽く
しましょう。

栽培のヒント集や種類ご
とのお勧めの品種、秘伝
のゆで方からおいしさを
最大限に生かしたレシピ
まで紹介します。



『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！

土づくりをテーマにした「カチ
カチの畑をフカフカにする方
法」の再生回数は約155万も。

汚れの性質と効果的な洗剤、掃除
のコツを紹介します。

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ふくしま未来女性部白根支
部の活動をご紹介。閉鎖される
購買店を女性部が運営を引き継
ぎみんなが集うよりどころに！

まんがルポ
みんなでできた！JA女性組織

（P148～151）

10分あったらやってみよう
家事のコツ編 第４回

（P209）

78歳ユーチューバー
ひろちゃんのつれづれ
（P174～175）



①

老い支度のポイントとして、
「押し入れ」にはすべてのス
ペースを使って、できる限り収
納した方が良い。〇か×か？

②

フリマアプリ「メルカリ」の梱
包・配送以外の取引はすべてア
プリ上でおこなう。〇か×か？

③

丈夫で育てやすいエンドウは、
連作や酸性土壌でもよく育つ。
〇か×か？

④

南極観測隊には、年に２度の食
料補充がある。〇か×か？

⑤

牛乳や乳製品の値上がりは、コ
ロナ、ロシアのウクライナ侵攻、
円安に影響しているからである。
○か×か？

⑥

本人が死亡すると、預金口座は
凍結されてしまうので、葬儀の
費用は家族が準備しておく必要
がある。
○か×か？

⑦

フレッシュミズの「ミズ」は女
性の敬称。「フレ」は友達を意
味するフレンドです。
○か×か？

⑧

「ドゥルワカシー」は、沖縄の
田イモで作る郷土料理である。
○か×か？

⑨

浴室の汚れはほとんどがアルカ
リ性の汚れである。○か×か？



① × ＜p.28＞

「とりあえず」収納する場所になり
やすいので要注意。「いつか使うか
も」はこの先も使わない可能性大。
使わないものは潔く処分しましょう。

② 〇 ＜p.34＞

梱包・配送以外の取引はすべてアプ
リ上でおこないます。現金のやりと
りはなく、取引完了後、手数料を差
し引いた売上が支払われます。

③ × ＜p.75＞

エンドウマメは連作に弱いのが特徴。
発芽しても根が腐ったり、生育が悪
くなることも。酸性土壌も苦手なの
で、苦土石灰を施し、土壌のpHを調
整して育てましょう。

④ × ＜p.77＞

南極では、最初に運び込んだ食材で
隊員30人の食事を一年以上にわたり
賄います。

⑤ 〇 ＜p. 96＞

コロナ禍からの経済回復活動の活性
化や一部の国による需要の増大、ロ
シアのウクライナ侵攻による情勢の
不安定化に加え、円安による輸入飼
料の高騰が、酪農家の経営環境を悪
化させています。

⑥ × ＜p.135＞

遺産分割協議が終了するまでの間
「仮払い」として預貯金を下ろすこ
とができる「預貯金の払戻し制度」
という制度があります。

⑦ × ＜p.141＞

明るく元気で気持ちも若々しい世代
を意味する「フレッシュ」が正解で
す。

⑧ 〇 ＜p.176＞

「ドゥルワカシー」とは、沖縄の田
イモで作る郷土料理。田イモは沖縄
でしか生産されていない高級食材で、
祝いの席に欠かせない縁起の良い食
材として受け継がれています。

⑨ × ＜p.209＞

浴室の汚れにも酸性・アルカリ性の
汚れが存在します。ふだんのお手入
れは中性洗剤で十分ですが、頑固な
汚れには、それぞれ有効な洗剤を使
用しましょう。


