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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



<P16~33>
夏のらくらくクッキング

調理や片づけを簡単に済ませたい、なるべく火を使いたくない……。暑い季節に
ありがちな料理の悩みをスッキリ解消！ がんばらなくてもおいしく仕上がる調理
のアイデアと、ご飯が進む満足おかずレシピを紹介します。

特集１

◎18ページには、初めてでも
失敗しないミールキットの下
準備と調理のコツを紹介して
います。ミールキットを作っ
ておけばさっと仕上げるだけ
で食卓に出せるので、日々忙
しい女性組織のみなさんにぜ
ひおすすめください。

ミールキット オーブン料理 レンチン料理

◎バット1つで作れるオーブ
ン料理。バットに食材を並べ
たら、あとはオーブンに入れ
て待つだけなので、簡単です。
◎見た目がゴージャスなので
大勢での食事にぴったり。ぜ
ひ料理教室でご活用くださ
い！

◎レンチン料理では、ふつう
なら時間のかかる料理を数十
分で作ることができます。料
理教室での一品に、ぜひ取り
入れてみてください！

レンジタコ飯

チキンタンドリー

ナスと豚こまの
みそキムチ炒め

スペイン風
オムレツ



消費者との
新しいつながり方

特集２
<P38~50>

コロナ禍によって、これまでのような都市と農村の往来や交流が難しくなってい
ます。この困難な状況にもめげず、消費者との新しいつながりを求めて奮闘してい
る仲間たちを紹介します。

株式会社
ドリームファーマーズ

JAPAN
やすだ農園

SNSはたしかに便利だが
使い方にはコツがある

ちょっとした空き時間を見つけては情報発信
をするやすだ農園の安田さんに、目的に沿った
SNSの使い方を教えてもらいました。
ライン、インスタグラム、フェイスブック、

ツイッターなど、SNSにはさまざまな種類があ
ります。みなさんのＪＡで、SNSを使用してPR
するとしたらどのSNSが適しているか、グルー
プ活動や職員間で話し合ってみましょう。

来園客数は減ったが
売り上げは増えた

ブドウ狩りの観光農園を始めたさなかのコロ
ナ禍。そこで団体客から個人客へシフト。収穫
したブドウ一房と土産用のブドウ一房にタオル
とジュースをセットにし、１人1980円の参加費
にしたところ、若いカップルの来場が急増。
女性組織のみなさんで、農家ファンを増やす

ためにできることについて意見を出し合ったり、
見聞きしたことを情報共有しましょう。



息も心も楽になる！

呼吸筋ストレッチ
呼吸に必要な筋肉である「呼吸筋」が衰えると、息苦しさや動悸などの症状のほ

かに憂鬱感など精神面の不調が発生することが多々あります。呼吸筋を刺激して呼
吸を楽にするストレッチ法を解説します。

特集３
<P52~61>

Check1

54ページのチェック項
目を使って、呼吸筋の動き
を診断してみましょう。
上記のような症状がある

人は呼吸筋の動きが悪く
なっている可能性がありま
す。

Check２

次に55ページを参考に
自分の体の状態を見て、呼
吸筋の動きが悪くなってい
る可能性がないかチェック
してみましょう。

呼吸筋ストレッチの
実践

椅子に座ってできるもの
や、壁を使って行うものな
ど、呼吸筋を刺激して呼吸
を楽にするストレッチ法を、
4種類紹介しています。

YouTube動画も配信して
いますので、ぜひ女性組織
などでの健康教室でご活用
ください。



<P62~63>やっぱりお米を！
お米をビールのおつまみに合わせるという新感覚の組み合わせをご紹介。暑い日

の農作業の後に、爽快なビールとお米を使った料理はいかがですか。

料理

◎女性組織の料理教室で作ってみましょう。みなさんがふだんから家庭で作っている、お米
を使ったおつまみを紹介し合うのもいいですね。
◎お米を使ったおつまみは、お米の可能性をさらに広げています。ＪＡや女性組織ではお米
の需要拡大に向けて、なにか取り組んでいることはありますか。新米の季節に向けてみなさ
んでアイデアを出し合ってみましょう。

活用のヒント



牛乳パックと古着で作る

デコパージュの小物入れ
牛乳パックに切り込みや折り目をつけて型を作り、カットした古着を貼って仕上

げます。切った紙や布を小物に貼る「デコパージュ」の手法で、牛乳パックが便利
な小物入れに生まれ変わります。

手芸 <P66~69>

作成時間の目安

60分

作成時間の目安

40分

ストライプ・チェック柄 デニム地

身近な材料を使うので低予算
で作れます。

YouTube動画でも作り方の
ポイントを解説しているので、
ぜひ見ながら作ってみてくださ
い。

パターン②

69ページで紹介した型のほ
うが簡単です。牛乳パックを
切込む箇所が少ないので、よ
り短時間で作れます。



夏のいや～な虫

‶バイバイ“クイズ
夏の農作業のときに困るのが、蚊やブユ、アブなどの「血を吸う飛ぶ虫」による被

害。でも、彼らの生態や好きなもの・嫌いなものを知れば、効果的な予防が可能です。
楽しくクイズに答えながら、予防法や刺されたときの対処法をマスターしましょう。

農ライフの
すすめ <P73~79>

◎ぜひ女性組織のみなさんでクイズにチャレンジしてみてください。また、みなさんの虫
よけに関する知識や、おすすめの虫よけグッズなどを紹介し合ってみるのもいいですね。
◎クイズは子どもにも喜ばれるので、夏の食農体験学習などでもご活用ください。

活用のヒント

答え問題



こざる探偵が行く！
素朴なギモンをめぐる旅

第９回 地震から身を守るには？後編
防災

<P86～89>

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。後編では、国際災害レスキューナースの辻直美さんに
備蓄品や非常持ち出し袋について聞きしました。

まずは女性組織のみなさんで非常用
バッグを持ち寄り、中身をチェックし
てみましょう。知らないあいだに賞味
期限が切れてしまっているものや壊れ
ていて使えないものは破棄しましょう。

中身が確認できたら、不足している
ものを表などに記入しましょう。さら
に、みなさんでおすすめの防災グッズ
を紹介し合ってみると、新たな発見が
あっておもしろいですね。

ステップ２ステップ1



SDGsを探しにいこう！

Vol.16 本を開くことは未来をひらくこと
教育×参加・協力×SDGｓ

SDGs

<P102~103>

アジアには「本を知らない」子どもたちがたくさんいます。そんな子どもたちが、
希望や仕事を見つけるきっかけになる一冊の本との出合い。あなたも、そのきっか
けとなることができるのです。

シャンティ国際ボランティア会の活動

編集担当者より

シャンティ国際ボランティア会では、紛争地域な
どの難民キャンプの子どもたちに絵本を届けるため
に、「絵本を届ける運動」として、広く一般のボラ
ンティアを募っています。ボランティアの内容は、
2500円の参加費を払い、届いた絵本セットに翻訳
シールを貼りこむというもの。ＪＡ職員や女性組織
など、グループ単位での参加も可能です。

テレビなどで目にする、難民キャンプの子どもたち。寄付金のほかにも、わたした
ちにできることがありました！ 楽しみや知識を求め、目を輝かせる子どもたちに、
絵本を届ける。それもあなたの手のぬくもりと共に。すてきだと思います。



地域の名産品や、名産品を使った料理のレシピなどを紹介する「風土の逸品」。
日本全国から集まったよりすぐりの「風土の逸品」からアイデアをもらい、日々の
生活に取り入れてみましょう。

地区版
<各地区版 P178~181>

ふるさとダイアリー

風土の逸品

東日本版

＜ハマボウフウだれの
冷ややっこ＞

中日本版

＜大和丸なすのグラタン＞

みなさんの地域では、どんな「風土の逸品」がありま
すか？ その土地ならではの特産品を使った料理を作っ
てみましょう。また、みなさんの家庭で作っているもの
があれば、紹介し合うのもよいですね。

西日本版

＜レザーリーフファン＞

181ページではレザー
リーフファンの使い方を紹
介しています。葉ものの使
い方を参考にして窓口を
飾ってみてください！



エーコープマークの「かんてん（無色）」を使った、夏にぴったりのひんやりデ
ザートを紹介します！ かき氷のシロップで鮮やかな色とおいしさのアクセントをプ
ラスしましょう！

料理
<P204>

エーコープマーク品でお手軽おやつ

第10回 カラフル寒天

調理時間

15分
（冷やし固める時

間は除く）

◎調理時間は短く、用意する材料も少ないので簡
単にお作りいただけます。女性組織の料理教室で
のデザートの一品にぜひご活用ください。いちご
やメロンなどいろんな色のかき氷のシロップで
作ってみましょう！

◎冷たくて甘い寒天は子どものデザートにもぴっ
たりです。夏の農業体験学習後のデザートにぜひ
ご活用ください。

活用のヒント

今回使用したエーコープ
マーク品はこちら！



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P15をご覧くだ
さい。

「元刑事・折元洋巳の
防犯教室」
⇒ P64

「ここがポイント!  今月の手芸」
デコパージュの小物入れ⇒ P66

「息も心も楽になる！
呼吸筋ストレッチ」⇒ P52

「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」
⇒ P36

「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



①

「スマホ道場」では、スマホを
タップするさいに、力強くタッ
プすると反応しやすいと紹介し
ている。〇か×か？

②

「息も心も楽になる！ 呼吸筋
トレッチ」では、人間が息をす
るときは肺の筋肉を使っている
と説明している。〇か×か？

③

「田舎の防犯」では、知ってい
る人以外は基本的に玄関のドア
を開けてはいけないと説明して
いる。〇か×か？

④

「夏のいや～な虫‶バイバイ“ク
イズ」から出題。蚊はミントの
香りが苦手である。〇か×か？

⑤

「こざる探偵が行く！」では、
あると便利な防災グッズとして
ペットシーツを紹介している。
〇か×か？

⑥

「気になる暮らしの裏ワザ大検
証！」では、常温の飲み物を
あっという間に冷える方法とし
て、「塩を入れた氷水に容器に
入った飲み物を浸す方法」がい
ちばん効果が出た。〇か×か？

⑦

「SDGsを考えながら暮らして
みた」で紹介している「家族み
んなで家事に取り組むこと」は、
SDGsの「ジェンダー平等を実
現しよう」に当てはまる。〇か
×か？

⑧

「ふるさとダイアリー」の「ご
当地クラフトドリンク」で紹介
した「クラフトジン PACHI 
PACHI」の商品名の由来は飲む
ときに音が‶パチパチ“となるこ
とからきている。〇か×か？

⑨

「畑の時間」では、土壌の太陽
熱消毒は畑が乾いているときに
行うとよいと紹介している。◯
か×か？



① × ＜p.36～37＞

スマホの画面にゴマが一粒あると想
像し、それを指で拾い上げるような
力かげんで押してみると上手にタッ
プできます。

② × ＜p.52～61＞

肺自体には伸び縮みする機能はあり
ません。肺が収められている胸部の
周囲に存在する筋肉を使って肺を伸
び縮みさせることで、呼吸をしてい
ます。こうした呼吸に関わる筋肉の
総称を「呼吸筋」と呼びます。

③ 〇 ＜p.64～65 ＞

宅配業者を装った犯罪が多発してい
るので、宅配業者が来た場合も、簡
単に玄関を開けてはだめです。たと
え荷物が来る予定があったとしても
どこからなにが届いたかを口頭で確
認しましょう。

④ 〇 ＜p.73～79＞

蚊はミントやユーカリ、ゼラニウム
の香りを嫌うといわれています。ミ
ントから抽出するハッカ油でスプ
レーしてみると、市販の虫よけ剤よ
り効果は弱いものの、人に好まれる
香りなので、農作業中の気分転換や
風呂場などにもお勧めです。

⑤ 〇 ＜p.86～89＞

ペットシーツはゴミ袋と組み合わせ
て防災用トイレが作れたり、おむつ
の代用になったり、お湯を含ませて
湯たんぽになったりと、使い道がさ
まざま。ほかにもペットボトルやゴ
ミ袋など多用途に使えるものをそろ
えることをお勧めします。

⑥ × ＜p.99＞

いちばん温度が下がった方法は「氷
の中で高速回転させる」です。缶を
氷の中で回転させると、氷が当たる
表面積が増えその部分の温度が下が
ります。また、缶の回転によって、
中のジュースも動くので、全体を早
く冷やすことができるのです。

⑦ 〇 ＜p.100～101＞

「家事は母親の仕事」という思い込
みは捨てて、家族みんなで家事に取
り組むことがジェンダー平等への第
一歩です。

⑧ 〇 ＜p.163～173＞
「クラフトジン PACHI PACHI」の
商品名の由来は、真穴みかんの実を
傷つけないよう、はさみで二度摘み
するときに鳴る‶パチパチ“という音
からきています。

⑨ × ＜p.195～201＞

太陽熱消毒には土壌水分が必要です。
畑が乾いていたら、散水するか雨が
降った後に行いましょう。気温が高
い時期に行うこともポイントの1つで
す。


