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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



子ども食堂の
可能性

幼い子どもから高齢者まで、地域のだれもが立ち寄れる「みんなの居場所」とし
て、全国に広がっている子ども食堂。コロナ禍で形を変えながら増え続ける子ども
食堂の可能性を探りました。

特集１
<P14~29>

続けてあげることがたいせつ

◎湯浅先生の話(P16~17)にあるとおり、子ども食堂は貧困の子
どもたちだけの場所ではありません。子ども食堂は貧困の解決
に直接結びつかなくても、「助けてくれる大人たちがいるん
だ」「自分にも居場所があるんだ」と子どもたちに思ってもら
うことで、さまざまな悩みを持っている子どもたちの心の支え
になっています。そんな子どもたちを裏切らないためにも、続
けることがたいせつなのです。

◎子ども食堂の運営は想像以上に大変です。単独で行うのでは
なく、地域のさまざまな組織や市民と協力することが続けてい
くうえで重要です。子ども食堂が増えている今、ただ始めてみ
ようではなく、一度立ち止まって子ども食堂についてよく考え
ることが必要かもしれません。この記事がそのきっかけになれ
ば幸いです。

編集担当者より！ 持ち寄り読書に！

◎湯浅さんのインタビューの
ほか、3事例を紹介していま
す。感想を話し合ってみま
しょう。

◎食材の調達方
法など、運営方
法の一部を紹介
しています。子
ども食堂に限ら
ず、自分たちに
できることはな
にか、考えてみ
ましょう。



香る 抹茶スイーツ
香り立つ緑と甘さをまとったほろ苦さが魅力の抹茶スイーツ。家庭で作るには

ハードルが高いと思われがちですが、思いのほか簡単です。やさしい風味から濃厚
な味わいまで、涼を誘う抹茶スイーツを召しあがれ。

料理
<P48~53>

活用のヒント

今回紹介する抹茶スイーツのなかでも、
短時間で簡単に作れます。用意する材料や
道具が少ないので、ご家庭だけでなくグ
ループ活動にもおすすめです。冷蔵庫で冷
やせば、暑い夏にぴったりの一品です！

注意

ワラビ餅をのどに
詰まらせないよう、
注意しましょう。よ
くかんでお召しあが

りください。

おすすめ！

抹茶ワラビ餅
（Ｐ51）

◎女性組織やフレミズの料理教室の一品にど
うぞ！

◎家族でみんなで楽しみながら作ってみま
しょう。家にいることが多い今、おやつの時
間を少しリッチにしてみませんか。

◎抹茶シロップに
牛乳をまぜて、抹
茶オレを作ること
ができます(P49)。
会合時のドリンク
にしてみてはいか
がですか？



見た目が２割増し！

写真写り㊙レッスン特集３
<P60~67>

免許証やパスポート、マイナンバーカードをはじめ各種手続きに必要な証明写真。
いつでもどこでも美しく写りたいフリーショット。「こんなはずじゃなかった」と
がっかりした経験はありませんか。自分の美しさを引き出す秘訣を教えます！

証明写真 フリーショット

活用のヒント

スマホなどでおたがいに写真を
撮り合ってみましょう。写真を撮
る人がアドバイスしてあげるとそ
の場で改善できてよいです。この
機会にみなさんで集合写真を撮っ
てみるのもよいですね。

たいせつなのは笑顔！

姿勢とあごを意識したら、あと
は笑顔です！ 楽しいことを思い
浮かべながら頬を引き上げましょ
う。目元に笑みが加わって、顔の
雰囲気が明るくなります。



砂を重ねて描く

グラスサンドアート
色彩豊かな砂「カラーサンド」。空き瓶に重ねて入れるとお部屋を飾るインテリアになりま

す。正解はありません。作り方を参考にして、思いのまま自由に楽しんでください。

手芸
<P68~71>

作成時間の
目安

60分

カラーサンド

カラーサンドは右の問い合わせ先（69ペー
ジの左下に記載）から取り寄せることができ
ます。今回使用したカラーサンドのほかにも
さまざまな種類の色がありますので、ぜひ自
分好みの色のカラーサンドで作ってみてくだ
さい。

編集担当者より

小さめの瓶のほうが側
面から模様を確認しにく
く、つい瓶を持ち上げて
しまいがちなので、瓶を
持ち上げないように意識
しましょう。作業台を置
くとやりやすいです。大
きめの瓶のほうが作りや
すいので、細かい作業が
苦手な方には大きめの瓶
で作ることをおすすめし
ます。

用意する
もの



農作業中こそ気をつけたい！

熱中症予防ガイド
農作業中に熱中症にかかり、死亡する人の数が増加しています。また、高齢にな

るほど熱中症のリスクは高くなります。田畑などの屋外、ハウスや作業所の屋内、
それぞれのリスクを知り、早くから予防・対策をおこないましょう。

農ライフ
のすすめ <P75~81>

活用のヒント

「熱中症の予防3原則」と共に「熱中症予防の
あの手この手」を紹介しています。女性組織
で、みなさんが各自行っている熱中症予防の
‶あの手この手“や、愛用している対策グッズ
を紹介し合ってみましょう。

編集担当者より
熱中症のリスクを下げるためには、

夏が始まる前から準備をしておくこと
がたいせつです。気温と湿度が共に高
くなる、梅雨の終わりどきはとくに危
険。ぜひ梅雨に入る前にお読みくださ
い。夏の初めから終わりまで油断しな
いように、夏始めの体づくりから秋の
残暑まで１シーズンフルにご活用くだ
さい。

二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
そ

の
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の
暑
さ
指
数
を
地
域

別
に
チ
ェ
ッ
ク
で
き
ま
す
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み
な
さ
ん
で
チ
ェ
ッ
ク
し

て
み
ま
し
ょ
う
！



第８回

地震から身を守るには？前編
いつ発生するかわからない地震。「もしも」に備えて自宅でも最低限の防災対策

をしておくことがたいせつ。そこで国際災害レスキューナースの辻直美さんに家庭
でできる対策を聞きました。身近なものを使ったさまざまな工夫を、試してみてく
ださい！

連載
<P88~91>

活用のヒント

みなさんのJAで危険だと思うとこ
ろがないかチェックしてみましょう。
危なそうなところがあれば、危険レ
ベルをいくつかの段階に分けて用紙
に記入し、それをもとにより危険な
ところから少しずつ改善していくの
もいいですね。

本棚

食器棚



SDGsを考えながら暮らしてみた

第８回 地元の食材で３食チャレンジSDGs
<P100~101>

第19回 ザ・地産地消家の光料理コンテスト＜P136＞

募集内容：「冷めてもおいしい家庭料理」部門
「スイーツ」部門

募集期間：2021年 5月6日（木）～8月20日(金）

応募・お問い合わせは
こちらの二次元コードから！

家族や仲間と楽しみながら取り組めるのがSDGsのよいところ。「SDGsは企業が
取り組むもの」という考えを改め、まずは楽しくできることから少しずつ始めてみ
ましょう！

編集担当者より
r

地元産の食材を買うことは、
フードマイレージの削減につなが
ります。みなさんも地元の食材を
使って3食チャレンジしてみてくだ
さい。直売所には地元産の商品が
たくさんあります。食材だけでな
く調味料もありますので、ぜひ探
してみてください！

フードマイレージとは

食料輸送における
環境負荷の指標



不安な心を整える

「頭からっぽ」習慣
ぼんやりしていると、昔の嫌な出来事や、将来への不安など、心がふさぐことばか

りが次々と頭に浮かんでくる……。そんな経験はありませんか？「いまの自分」に集
中し、頭を‶からっぽ“に近づける習慣を身に付けて、疲れた脳をリセットしましょう。

リラックス
<P115~121>

活用のヒント

頭を「からっぽ」の状態に近づける
「マインドフルネス瞑想」から基本の
「呼吸の瞑想」をやってみましょう。
（「呼吸の瞑想」は紙面の二次元コードからレク
チャー動画もご覧になれますので、参考にしてくだ
さい。）

雑念を
受け流す！



コロナ禍の影響で日本酒の消費が減り、酒米『五百万石』の一部が米粉用米に。
その酒米粉を使ったレシピ開発で、酒米の消費拡大につなげます。

まんが
ルポ

<P146~149>

まんがルポ みんなでできた！ JA女性組織

酒米粉を使ったレシピ開発で
酒米の消費拡大を! の巻
＜新潟県 JA越後さんとう女性部＞

◎職員の学習会や読書会で活用してみましょう。また、自分たちのＪＡの特徴を生かし
て実践できることはなにか、話し合ってみましょう。
◎酒米の需要減少、そんなピンチから始まった女性組織の活動。コロナ禍の今だからこ
そできることはないか、などピンチをチャンスに変えるための話し合いをしてみること
もたいせつですね。

活用のヒント



生涯現役でいるために

フレイル予防のための
25の方法

付録

年を重ねると、少しずつ時間をかけて体が衰え、「フレイル（虚弱）」になり、そのまま
放っておくと要介護や寝たきりの状態に陥りやすくなります。フレイル予防のために知ってお
きたいことや、今すぐにでも始められることなど25の方法を、運動・社会交流・食事の３つの
パートに分けて紹介しています。ぜひご活用ください！

ちょこっとトレーニングで
疲れない体に！

Part
１

Part
２

Part
３

「年だから…」と言わない！
人とつながって若返る！

オーラルケアと正しい食事で
健康においしく食べる！

椅子やタオルを使った簡
単な運動法を多数紹介して
います。どれも1人ででき
るものなので、リモートで
の女性組織の活動でもご活
用いただけます。

ソーシャルフレイルを防
ぐために、まずは人とのつ
ながりをチェック表をもと
に見直してみましょう。ぜ
ひ読書会などでご活用くだ
さい。

栄養をしっかり摂りつつ
噛むことを意識した食事に
することで、フレイル予防
になります。フレイル予防
になるレシピを多数紹介し
ていますので、料理教室で
の一品に活用ください。



今月のＹｏｕTｕｂｅはココ！
先月号から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P12をご覧くだ
さい。

「元刑事・折元洋巳の
防犯教室」
⇒ P54 「ここがポイント!  今月の手芸」

グラスサンドアート⇒ P68

「表紙の人」⇒ P８

「マインドフルネス瞑想を
やってみよう」
⇒ P118

「JAビギナーズガイド
ステップアップ編」
⇒ P137

「増田由紀の
スマホ道場Web版」
⇒ P32

「本谷先生の
料理のお悩み相談室」
⇒ P208

「川城先生の
野菜作りなんでも相談室」
⇒ P200

山内惠介さんから
読者のみなさんへ

スペシャルメッセージ！



①

「表紙の人」山内惠介さんが紹
介する「わたしが好きな日本の
味」は、ひつまぶしである。
〇か×か？

②

「子ども食堂の可能性」で紹介
している、埼玉県の「こどもの
居場所」実態調査結果によると、
約８割の子ども食堂が「参加者
を子どもだけに限定する」とし
ている。〇か×か？

③

「スマホ道場」では、GB（ギ
ガバイト）とはスマホの種類の
１つであると説明している。
〇か×か？

④

「魔法の冷凍＆解凍術」では、
キュウリは冷凍にむいていると
紹介している。
〇か×か？

⑤

「田舎の防犯」では、なるべく
車道から離れて歩くことで、
ひったくりに遭いにくくなると
説明している。
〇か×か？

⑥

「写真写り㊙レッスン」では、
証明写真の写り方として、あご
を引けば引くほど美しくなると
説明している。
〇か×か？

⑦

「熱中症予防ガイド」では、快
適な農作業のための装備として、
肌着は肌にぴったりと密着する
ものがよいと説明している。
〇か×か？

⑧

「Green Watch」では、近年、
児童虐待数が減少していると説
明している。
〇か×か？

⑨

「頭からっぽ習慣」では、瞑想
中に雑念が浮かんで来たら、す
ぐに打ち消すように努めるのが
よいと説明している。
◯か×か？



① × ＜p.３，８～９＞

山内惠介さんが「わたしが好きな日
本の味」で紹介してくれたのは、う
な重です。ここ一番の時や、ちょっ
と元気のないときに食べに行かれる
そうです。

② × ＜p.16～29＞

埼玉県の「こどもの居場所」実態調
査結果によると、約８割の子ども食
堂が「参加者を子どもだけに限定し
ない」としています。子ども食堂は
「子どもの貧困対策」と「地域の交
流拠点」という、２つの面を持って
います。

③ × ＜p.32～33 ＞

GB（ギガバイト）は、データ通信の
サイズの単位です。店で契約をする
ときにかならず聞かれることなので、
GBについてしっかり学んでおきま
しょう。

④ 〇 ＜p.34～47＞

きゅうりは薄くスライスして塩もみ
してから、出てきた水分ごと保存袋
に入れて冷凍しておきましょう。流
水解凍するとあっという間に解けて、
しんなりとした食感になり、酢の物
やサラダなど幅広い料理に使えます。

⑤ 〇 ＜p.54～55＞

ひったくり犯は、スクーターなどで
後ろから追い抜くさいに犯行に及ぶ
ことが多いです。なるべく車道から
離れて歩きましょう。歩道が広いと、
歩道を走る自転車からひったくられ
ることがあるので、注意しましょう。

⑥ × ＜p.60～67＞

あごは引きすぎると二重あごがめだ
つようになるだけでなく、目元もき
つい印象になります。また、上目遣
いになり眉間やおでこにしわができ
やすくなるので、姿勢と目線に気を
つけて適度に引くのがポイントです。

⑦ × ＜p.75～81＞

肌着がぴったりと密着すると汗をか
きにくくなるので、ゆったりとした
サイズのものを選びましょう。少し
でも涼しく過ごすために、汗を吸い
取りやすく通気性のよい綿素材や、
吸い取った汗の速乾効果があるクー
ル素材の肌着を着るのも効果的です。

⑧ × ＜p.93～98＞
年々、児童虐待数は増え続けていま
す。さらに、コロナ禍は人や家庭の
孤立を助長します。家庭内でいちば
ん弱い存在の児童が虐待を受けない
ように孤立しがちな隣人や隣家にた
いして、冷たい監視ではなく温かい
関心を向けましょう。

⑨ × ＜p.115～121＞

雑念が浮かんで来たら、無理に打ち
消そうとするのではなく、その考え
が過ぎ去っていくまでの様子を冷静
に観察し、受け流しましょう。


