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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



言い換えて 円満
人の悩みの九割は、人間関係にあると言われていますが、その原因が実
は自分の話し方だとしたら…。相手が悪いと一方的に決めつけるのでは
なく、「なぜ自分が嫌な気持ちになるのか？」を自問し、してほしいこ
とを具体的に伝えることこそがコミュニケーションです。アドバイザー
に大野萌子さんを迎え、人間関係を円滑にする「言い換え」のコツを紹
介します。

特集１

「言い換え」のコツ
は相手が主語のユー
(YOU）メッセージで
はなく、自分が主語
のアイ(I)メッセージ。
自分の思いを上手に
伝えることで、ギス
ギスした日常がまろ
やかになるかもしれ
ません♪

<P12～27>



<P32～43>

瀬尾幸子が教える定番料理のコツ

料理がおいしくなる理由
レシピどおりに作ってもどうもうまく作れない…。そんな経験はだれしもある
のではないでしょうか？

定番のハンバーグ、野菜炒め、から揚げ、ポテトサラダなどのコツを料理家の
瀬尾幸子さんにていねいに教えていただきます。

特集２

「料理は、きちんと
めんどうをみれば、
おいしくなります。
うまく作れない理由
がわかれば、いつも
のおかずがもっと上
手に作れますよ」と
瀬尾先生。今日から
あなたの食卓がかわ
るかもしれません。



ふだんの食卓がパッと華やぐ

日本ワインで乾杯！
料理

最近、目にすることが多くなった日本ワイン。山梨県甲斐市の「サント
リー登美の丘ワイナリー」特製ワインを山梨県特産の食材を使った料理と
いっしょに味わってみませんか。

<P78～79>

土地や品種らしさ
を表すフランス語
「ティピシテ」。
ワイナリーでは、
土づくりからこだ
わることで、
「ティピシテ」の
あるワインを造っ
ているそうです。



<P58～59>
健康 心も体も上向きに

高尾美穂のらくヨガ
第５回の今回は、腰の痛みをやわらげる「キャット＆カウの
ポーズ」をご紹介。
一日の始まりと終わりに背中と腰回りを気持ちよ～くほぐして
しつこい痛みにさよなら！

お尻で大きな円を
描くように動かす
ヒップサークルも
股関節の可動域を
広げ、血行を促進
します。

先生へのお便りも引き続
きお待ちしています！



チラシで作る肩たたき棒手芸手芸 <P53～56>

用意するもの
【材料】
・チラシ(Ｂ４判、257×364mm)……25～30枚
※光沢感のあるツルツルとした紙質のもの。

・セロハンテープ
・ビニールテープ(好みの色２種)
・布製のシール
(12×5cm、好みの柄、上の写真参考)……2枚
※マスキングテープでも可。

【道具】
・つまようじ(なくても可) ・はさみ

作成時間の目安
６０分

ＪＡ大阪泉州女性協議会でブームになっている肩たたき棒をご紹介。
チラシを巻いて棒状にし、それをテープで束ねるだけ。チラシの再利
用もでき、肩たたきのほかにも使えるすぐれものです。



農のチカラ再発見＜第３回＞

和牛を愛する男、飛騨牛に迫る！
<P46～51>

芸能界一、肉に詳しいと言われる寺門ジモンさんが、
「和牛甲子園」で優勝の経歴をもつ名門校、岐阜県立飛騨高山高校を
はじめ、ＪＡひだグループ焼肉ハウス「味蔵天国」、一大産地の清見
町を訪れ、飛騨牛の魅力に迫ります。

農と食

いいウシが育つ要素が
そろう豊かな自然環境
に加え、県立高校に動
物科学課を設けたり、
食肉処理施設での国際
的な衛生管理システム
規格を導入するなど、
地元が一丸となって飛
騨牛を盛りあげている
様子がうかがえます。



明るい色で気分が上がる

農作業着カタログ
農ライフ
のすすめ

地味になりがちな農作業着ですが、機能性だけでなく、色や着こなしを
工夫して、自分らしさを演出してみませんか？
日ごろ気になっていたさまざまな悩みも解消してくれる素敵なアイデア
がたくさんのカタログです。

<P70～77>

アイテムの選び方
や着こなしのポイ
ントをスタイリス
トがアドバイス。
おしゃれも着心地
もよくばって、自
分スタイルを見つ
けてみましょう。



SDGs 発見！ SDGsのアイデア＜第５回＞

木目がおしゃれなスギの器

８割以上を森林が占める徳島県神山町で、木のプロでは考えられない型破
りな逸品が生み出されました。大阪から移住してきたデザイナーの廣瀬さ
んが立ち上げた「神山しずくプロジェクト」による挑戦は、ＳＤＧｓの目
標「８働きがいも経済成長も」に貢献しています。

<P98～99>

神山しずくプロジェ
クトは、移住者と地
域の人が、協力して
経済を循環させ、水
源でもある森林の環
境保全のみならず、
子育て環境を含む将
来の暮らしの保障も
促進するプロジェク
トです。



農業が更生を支える

少年院の野菜づくり <P130～133>

栃木県中部のさくら市にある喜連川少年院。ここでは在院者の教育の一環とし
て農作業が取り入れられています。「さまざまな挫折をしてきた少年たちに野
菜づくりを通じ、成功体験の喜びを味わってほしい」と教官の滝沢さんは話し
ます。道の駅での販売も始まり、地域の理解と後押しが、再犯を防ぐきっかけ
になるのでは？と期待されています。

農耕班として作業できる
のは、半年ほどですが、
少年たちが多くの成功体
験を得られるように、種
まきから収穫まで、すべ
ての工程を少しずつ経験
できるよう工夫されてい
ます。在院者が育てた野
菜と道の駅のつながりが、
少年院と社会を結ぶ架け
橋となり続けることを願
います。



ＪＡ共育
ドリル

＜今月のテーマ＞

つながりを育む活動 <P141～143>

ＪＡでは、「人と人」「人と地域」のつながりを育み、強化するためのさま
ざまな活動に取り組んでいます。協同のたいせつさを情報発信や、趣味やス
ポーツ活動を展開しながら伝える工夫をしています。

組合員・地域住民に
とっていちばん身近な
ＪＡとの接点である支
店（支所）を単位とし
て、つながりを育む活
動とは？



『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！

衰退の一途をたどっていた山形
セルリー。若さとブランド力で
最盛期越えに挑戦します。

洗い物をしながら筋トレ＆スト
レッチでむくみと冷えを予防！

ＪＡ埼玉中央女性部小川支部
の、研究に２年も研究を重ね
た“かあちゃん”ブランドの加
工品が人気です。

ＪＡ自己改革の逸品
山形セルリー
（P140）

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
日常ながら運動編 第１回

（P209）



①

勉強をしない孫に「今日の宿題、
いっしょにやろう」と声かけす
ることは、言い換えのコツとし
て効果的。〇か×か？

②

言い換えのコツ＜地域編＞で
繁忙期に地域行事の手伝いを頼
まれたら、「義姉が入院してい
て」と上手にうそをつきましょ
う。〇か×か？

③

おいしいハンバーグを作るには、
ひき肉のこね方がポイントにな
ります。少しつぶが残るくらい
がベスト。
〇か×か？

④

きれいな髪を保つためには、洗
髪後ドライヤーで乾かしましょ
う。
〇か×か？

⑤

防水性のある作業着は、蒸れて
不快ですが、「透湿性防水素
材」の服なら防水しながら蒸れ
も解消します。
○か×か？

⑥

相続の相談は、弁護士に一任す
るのがよい。
○か×か？

⑦

ＪＡの支店や支所単位で、情報
発信や、趣味やスポーツ活動の
展開など、活動をとおしてＪＡ
ファンづくりをめざす活動を
「支店協同活動」といいます。
○か×か？

⑧

「いぶりがっこ」とは、いぶし
たダイコンをたくあん漬けにし
た秋田県の郷土料理です。
○か×か？

⑨

ふくらはぎを鍛える、かかと上
げ下げストレッチをするときは、
ひざを曲げて行うと効果的。
○か×か？



① 〇 ＜p.17＞

「〇〇君は勉強してるよ」といった
他人との比較や、「勉強しないと学
校に入れない」などの脅しは逆効果
です。強要せずに見守る姿勢で自主
的にとりかかるのを待ちましょう。

② × ＜p.20＞

地域社会は密な世界です。小さなう
そでもばれると信用を失います。で
きないと断るだけでなく、いつなら、
何ならお手伝いできるか伝えましょ
う。

③ × ＜p.35＞

おいしいハンバーグを作るには、ひ
き肉のつぶつぶがなくなるまで、
しっかりとこねること。こねればこ
ねるほど肉汁を閉じ込められます。

④ 〇 ＜p.63＞

ぬれた髪は、髪の表面を覆うキュー
ティクルが開いた状態です。長くお
くと髪の内部から水分や栄養分が逃
げ、髪を傷めるため、自然乾燥はＮ
Ｇです。

⑤ 〇 ＜p. 74＞

「透湿性防水素材」とは、外部から
の水は通さずに、衣服の内部で生じ
た水蒸気（汗）を外部に排出する素
材です。

⑥ × ＜p.137＞

相続の専門家としては、おもに弁護
士、司法書士、行政書士、税理士が
います。弁護士は紛争解決・訴訟、
司法書士は不動産登記、行政書士は
役所・官庁の手続き、税理士は税務
申告など、それぞれの専門分野が異
なります。

⑦ 〇 ＜p.142＞

ＪＡの支店や支所、営農経済セン
ターなどのＪＡ施設で行われている
「ＪＡまつり」「農業祭」といった
催事や、「食農教育」「あぐりキッ
ズスクール」などの農業体験活動、
「地域の見守り活動」などの取り組
みもあります。

⑧ 〇 ＜p.176＞

スモーキーな香りとパリっとした歯
ざわり、唯一無二の味わいが全国的
にファンを生んでいます。

⑨ × ＜p.209＞

ひざは曲げずに、かかとはできるか
ぎり高く上げることがポイントです。


