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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



ＪＡ共済 心をつなぐ「きずな」シリーズ③

あなたがいてくれて、よかった
このシリーズでは、ＪＡ共済を通じて育まれた、組合員とLA（ライフアドバイ

ザー）の「きずな」をお届けしています。最終回の今回は、栃木県ＪＡしおのや
組合員の斎藤キヨ子さんとLAの石下真由美さんのきずなをご紹介します。

読む
<P30～31>

読んで発表しよう！

女性組織のみなさんで黙読
をし、感想を伝え合いましょ
う。みなさんの、いてくれて
よかった人を発表してもらう
のもよいですね。

手紙を書こう！

31ページには、お互いに
あてた手紙を掲載しています。
女性組織のみなさんにも、い
つもお世話になっている方に
向けて日ごろの感謝を伝える
手紙を書いてもらってはいか
がでしょうか。



心も体も楽になる！

‟名もなき家事“の解決法
特集2

「ごみ箱に付いた汚れを拭く」「トイレットペーパーの交換や補充」「家族が床
に脱ぎ捨てた服を拾って集める」といった‟名もなき家事”。上手な対処法を知って、
疲れない暮らしを手に入れましょう。

<P36～43>

チェックリストを使おう！

38～39ページには、「名もなき家事リスト」
を１日の流れに沿って掲載しています。日ごろか
ら自分が行っている「名もなき家事」にチェック
をしてもらい、どのくらいあるか確かめてみま
しょう。また、リストのほかにも、行っている
「名もなき家事」があれば、空いてるスペースや
別紙に書き足してもらいましょう。

負担軽減のアイデアを
出し合おう！
40～43ページでは、

名もなき家事の負担軽減
のワザを紹介しています。
みなさんで読んだあと、
日ごろから意識して行っ
ている負担軽減のワザを
紹介してもらいましょう。



防犯おじさんが教える 田舎の防犯

誘拐犯から子どもを守る
防犯

<P46～47>

防犯のプロである折元洋巳さんが、身近に潜む危険から身を守るすべを教えて
くれます！ 今回は誘拐犯から子どもを守るための心得について解説します。

女性組織のみなさんで読ん
だあと、みなさんが子や孫を
誘拐などの犯罪から守るため
に行っていることを紹介し
合ってもらいましょう。家族
や親戚といっしょに記事を読
んでもらうことをお勧めし、
子どもの防犯について考えて
もらいましょう。

子どもの防犯について
話し合おう！

地域一丸となって
子どもを守ろう！

〇47ページのコラムを参考に女性組織のみなさんで、
子どもが近づいてはいけない場所などをマークした
安全マップを作成してもらいましょう。
〇記事のほかに自分たちができそうなことを考えて
もらいましょう。子どもたちと接する場を作ること
で、安全な地域づくりだけでなく、元気な生活を送
ることにつながります。住民同士で話し合うことで
地域のコミュニケーションも図れますよ！

コラムに
注目！



だれでもふんわりおいしくできる！

オムレツ パーフェクトガイド
料理

<P49～53>

レストランなどで出されるふわふわとろとろのオムレツ。あのおいしさを自宅で
味わいたくても、キレイに巻くのはなかなか難しいもの。そこで、だれでも簡単に
作れるように、ていねいな写真付きの解説で、基本の作り方を紹介します！

材料と道具はたったこれだけ！
ささっと作れるので料理教室の一
品にぴったり！

51～52ページでは、作るときに気をつ
けたいポイントを紹介しています。しっ
かり読みましょう！

52～53ページではアレンジレシピを
紹介しています。少しの工夫で、主食
はもちろん、デザートにも大変身！
いろんな場面でお使いいただけます！



ひと目でわかる！

爪の健康チェック
手の爪は指先を保護し、指先の感覚を敏感に感じ取るなどのたいせつな役割があ

ります。日ごろの観察と正しいセルフケアで、丈夫な爪を育てましょう。

健康
<P54～59＞

ステップ１ ステップ２ ステップ３

まずはみなさんに、自分
の爪がどのようになってい
るか観察してもらいましょ
う。
54～55ページには、爪

のSOSサインを5種類に分
けて紹介していますので、
自分がどのケースに当ては
まるか見てもらいましょう。

56～58ページでは爪の
ケースごとに、症状や主な
原因、対処法を紹介してい
ます。自分の爪に当てはま
るページに移り、自分の爪
について詳しく知ってもら
いましょう。

59ページでは、丈夫な
爪を育てる習慣を紹介して
います。保湿の方法や、正
しい切り方を説明していま
す。みなさんで読んだあと、
日ごろから行っているケア
の方法があれば、紹介して
もらいましょう。



古ジーンズで作る

ポケット付きミニバッグ
はかなくなったジーンズの脚の部分を使ったミニバッグです。口にハトメ玉の

金具を取り付け、そこにひもを通して、おしゃれで実用的なバッグに仕上げます。

手芸
<P60～63>

材料

〇ジーンズ…片方1本分
〇ハトメ玉…8個
〇ポケット用柄布…１枚
〇デニム地…1枚
〇手縫い糸（黒）
〇丸ひも（太、白）…90㎝
〇バッグ用底板…1枚

制作時間
約80分

用意するもの（1個分）

道具

〇はさみ
〇定規
〇チャコペン
〇アイロン
〇布用両面テープ
〇目打ち

〇ハトメパンチ
〇カッターマット
〇ゴムハンマー
〇ミニグリップ
〇手縫い針
〇待ち針

ジーンズ1本でバッグが
2個作れる！

ジーンズ１本でバッグを２
個作ることができます。子や
孫へプレゼントしたり、用途
によって使い分けるなどして
もらいましょう。

自分だけのバッグを作ろう！

ジーンズや、ポケットに使う布の柄を工夫するなどし
て、自分好みのバッグを作ることができます！ ひもを
長くすれば肩にかけることもできてとても便利ですよ！



農ライフ
のすすめ

‟危険を見抜く目“を養おう

ストップ！ 農作業事故 <P72～79>

毎年、300件前後発生している農作業中の死亡事故。この状況は10年以上変
わっていません。農作業のさまざまな場面を見ながら、「この現場では、ここが
危険」「こんな状況が起こるかもしれない」と予測する力を身に付けましょう。

Q A

クイズ形式で学んでもらおう！

73～78ページに、危険予測シミュレーションクイズを掲載しています。みなさんに
クイズに答えてもらいながら、農作業中の危険について知ってもらいましょう。クイズ
の答えといっしょに対策も紹介しています。実際に体験した農作業中の事故があれば紹
介してもらい、共有することでこれからの事故防止につなげましょう。



料理 本谷惠津子の

お悩み解決レシピ <P80>

毎日料理を作っていると、うまくできなかったり、めんどうに感じたりしてス
トレスになることは、ありませんか。そんな料理にまつわる悩みを料理研究家の
本谷惠津子さんがレシピで解決します。

フレミズで!

今月号はフライパン１つで簡単に作れるスイーツと
して、クレープを紹介しています。日ごろ、家事や育
児で忙しいフレミズのみなさんに紹介しましょう。フ
ルーツと生クリームがたっぷり入った甘いクレープは
子どもも大好きです。親子参加型の料理教室の一品に
するのもよいですね。

オリジナルクレープを作ろう！

女性組織のみなさんで地域でとれる食材を使った
クレープを作ってみませんか。フルーツを使ったク
レープはもちろん、野菜やお肉を使った総菜クレー
プもおいしいですよ！ 地域の食材を生かしたレシ
ピを考え広めることは、地域の活性化や地産地消
（国産国消）にもつながります。



そこそこ幸せ、のはずなのに……

「老後の不安」はどこからくるの？
モノクロ

特集

年齢を重ねるにつれて、ふと不安な気持ちが湧き起こることがありませんか？
不安と上手に折り合いをつけて老後を迎えるための、心構えのヒントを探ります。

<P115～121>

122、123ページの、ＪＡ全国女性組織協議会 会長の洞口ひ
ろみさんと理事の田中暁子さんの対談では、農業者年金制度の
内容や加入するメリットなどについて分かりやすく説明してい
ます。フレミズや女性大学のみなさんで読んでもらい、お金に
関する知識を膨らませるとともに、悩みや貯金などのアイデア
を共有してもらいましょう。

お金の不安 → 農業者年金の紹介と併せて！

119ページでは、病気や死についての不安をやわらげるため
の方法の１つとして、万が一に備え、自分の希望を文章で残す
ことをおすすめしています。ハッピー マイライフセミナーの前
に読書会でこの記事を取り上げ、「わたしノート」の記入のた
いせつさについて知ってもらいましょう。

健康や孤独への不安1→ ハッピー マイライフセミナーと併せて！



まんが
ルポ

みんなでできた！ ＪＡ女性組織
子どもたちに野菜を作る楽しみや喜びを伝えたい の巻
石川県 ＪＡ小松市女性部 食農教育グループ

１年かけて子どもたちが野菜栽培などの農作業を体験する「わくわくキッズ農
園」。場所を変えたり、栽培品目を変えたり、やり方を変えたり、試行錯誤しな
がら今日も進化し続けています。

<P146～149>

地域参加型の活動をして
みませんか？

ＪＡ小松市では子ども向
けの食農教育をきっかけに、
大人向けの農業体験教室が
発足。ちょっとした工夫で、
地域の人を巻き込んだ活動
となっています。
みなさんの女性組織でも、

現在の活動にプラスして取
り組めそうなことを考えて
みましょう。



『家の光』3月号を活用して
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！

座ってできる
「ごぼう体操」で

ずっと元気！（P90）

顔の表情筋を刺激する
「全力あいうえお」。手芸
教室や研修会の前に大きな
声を出し、リラックスして
もらいましょう！

SDGsを考えながら
暮らしてみた
（P98～99）

子どもの目
（P114）

今月号はSDGｓの目標
12をテーマに、資源のリ
ユースを漫画にしました。
ごみとして捨てる前にでき
ることをみんなで話し合っ
てみませんか。

女性組織の読書会、子ど
も向けの読み聞かせなどに
ご活用ください。挿絵には
「世界こども図画コンテス
ト」の入選作品を掲載して
います。みなさんに感じた
ことを発表してもらいま
しょう。



①

スマホで「～」を入力したいと
きは、「にょろ」で変換できる。
〇か×か？

②

爪に見られる縦の線は、ほとん
どの場合加齢による老化現象で
ある。〇か×か？

③

「しもつかれ」とは、マグロの
頭を使った栃木県の郷土料理で
ある。〇か×か？

④

農作業事故防止のためには、
「人」の注意よりも「物」や
「環境」の危険を取り除くこと
がたいせつ。〇か×か？

⑤

舌やのどの周りが衰えると、免
疫力が低下する。〇か×か？

⑥

SDGs実践への取り組みにより、
石油の消費量は年々減少してい
る。〇か×か？

⑦

遺言書は、自筆でなくてはなら
ない。〇か×か？

⑧

メロンは雨に当てて育てたほう
がよく育つ。〇か×か？

⑨

春キャベツは冬キャベツと比べ
て、形が扁平で葉がしっかり巻
いてある。〇か×か？



① 〇 ＜p.34～35＞

「～」などの記号は、ひらがなで変
換できます。「にょろ」のほかにも
「から」でも変換することができま
す。

② 〇 ＜p.54～59＞

「爪の健康チェック」では、爪にみ
られる縦の線は老化現象だと説明し
ています。30歳を過ぎるとだれの爪
にもみられるようになるため、心配
はいりません。

③ × ＜p.65～69 ＞

「やまけんのニッポン郷土食遺産」
で紹介している「しもつかれ」は、
サケの頭を使った栃木県の郷土料理
です。サケの頭の消費量は、栃木県
が全国１位。

④ 〇 ＜p.72～79＞

「ストップ！ 農作業事故」では、
どんなに注意しても人はミスするも
のなので、「物」や「環境」に潜む
危険を徹底的になくすことが重要だ
と説明しています。

⑤ 〇 ＜p.90＞

「座ってできる『ごぼう体操』で
ずっと元気」では、舌やのどの周り
の筋肉が衰えると、呼吸が浅くなっ
て、疲れやすくなったり、免疫力が
低下したりすると説明しています。
口を大きく動かす「全力あいうえ
お」で顔の表情筋を刺激しましょう。

⑥ × ＜p.91～92＞

世界の年間石油消費量は年々増加
し、2018年時点では、1990年のお
よそ1.5倍に。自動車の増加が消費量
を押し上げています（グリーンウ
オッチ ニュースピックアップより）。

⑦ × ＜p.124～127＞

自筆以外でも遺言書は作成できま
す。「こころ亭久茶の相続&マネー高
座」では、公正証書遺言という遺言
書の種類を紹介しています。公正証
書遺言とは、遺言者が口頭で内容を
告げ、証人立ち会いの下、公証人が
作成するものです。

⑧ × ＜p.195～198＞

「畑の時間」では、メロンは梅雨時
の雨や多湿で病気が発生して株が枯
れたり、裂果したりする可能性があ
るため、雨に当てずに育てることを
お勧めしています。雨よけトンネル
栽培であればリスクが減ります。

⑨ × ＜p.208＞

「料理の豆知識」では、春キャベ
ツは冬キャベツと比べ、丸くて葉の
巻きも緩くふんわりしていると説明
しています。やわらかくてみずみず
しいので、生で食べる場合も加熱す
る場合も、そのよさを生かしましょ
う。


