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特集１

もっと知りたい
ＳＤＧｓ

特集２

夏野菜を
最後まで

食べきる知恵



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



<P16～31>もっと知りたいＳＤＧｓ

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）は、みんなが一丸となって、貧困や
気候変動、差別などの問題を解決し、幸せな未来を作っていこうとい
う地球規模の挑戦です。
ここで改めて世界の“今”を知って、ＳＤＧｓに取り組むＪＡ女性組織
の活動をパワーアップさせましょう。

特集１

改めて暮らしを見つめ直すきっかけに

わたしたちの暮らしに広がる当たり前の光景も、地
球規模で見ると当たり前ではないのかもしれません。
イラストから読み取れる情報をきっかけに、周りの
人とＳＤＧｓについて話し合ってみましょう。

話し合いに
使えます！



夏野菜を最後まで食べきる知恵特集２

<P38～49>
食べきれないほど収穫できる夏野菜。
野菜料理のアイデアを豊富に持つ横山タカ子さんに、
無駄なく食べきる知恵を伝授してもらいました。

生の野菜にひと手間加えて……

「野菜は新鮮なうちに加工するのが食べ
きる知恵」と語る横山さん。
「干す」「漬ける」「煮る」の3つの方
法に焦点を当てた夏野菜料理とともに、
暑い夏を乗り切りましょう！



第一
別冊付録

書いて備える！

家族みんなの防災ノート
近年、「かつてない甚大な被害を生んだ」と言
われる大きな災害が繰り返し発生しています。
わたしたちにできることは、こうした災害を自
分事にとらえ、備えておくことです。
家族や周りの人といっしょに読み、災害への備
えについて話し合うきっかけにしましょう。

家族やＪＡ女性組織での
活用に使える！

この付録は、家族やＪＡ女性組織、
地域での話し合いといった場面に
応じて、ささっと何かのついでに
行う場合、じっくり取り組み学び
たい場合に分けて使い分けること
ができます。
その時々に応じた使い方をするこ
とで、防災への関心を効果的に高
めることができます。

話し合いに
使えます！



何杯でもおかわりしたくなる

野﨑洋光の「ご飯のとも」ベスト２０

第二
別冊付録

日本料理屋「分とく山」で総料理長を務め、和食の伝統に現代のエッセンス
をプラスした料理を作る野﨑洋光さんが、白いお米に合う「ご飯のとも」を
20に厳選し紹介。
素材の味を生かした、箸が止まらなくなる絶品「ご飯のとも」は必見です！

ご飯には、食材の味を生かした
シンプルなおともがいちばん

肉や魚などのポピュラーなご飯のともだけで
はなく、野菜や卵といったさまざまな食材を
生かしたレシピが載っています。
野﨑さんいわく、「食材が新鮮であればだし
もたくさんの調味料もいらず、素材の味でご
飯が食べられます」とのこと。
ご飯のおかずに困ったときの一品に、ぜひ活
用ください！



小さなことからエコに貢献

みつろうラップ
手芸

<P32～36>

今月の手芸のページは「みつろうラップ」を紹介。ミツバチの巣から
精製したみつろうを木綿布にしみこませて作るラップは、繰り返し使え
るからエコで、ＳＤＧｓの観点から見てもとてもよいアイテムです。
見た目もかわいらしいため、身近な人へのプレゼントにも役立ちます。

作成時間の目安
30分

キットの販売も行っております！
詳しくはP35をご覧ください。

用意するもの
【材料】
・みつろう（粒上に精製されたもの）…15g
・木綿布（25㎝×25㎝）…1枚

【道具】
・アイロン
・アイロン台
・霧吹き
・新聞紙…5枚
・オーブンシート（縦30㎝×横50㎝）…2枚



ひも1本で体ラクラク

ひもトレ講座
ゆる～く体に巻くだけで、あら不思議！
重いものを軽く感じたり、体を楽に動かせたり。
「ひもトレ」で体の使い方が変わります。

健康①
<Ｐ54～58>

丸ひも１本で
始められる！

手芸品や100円ショッ
プで買うことができる、
太さ5～8㎜・長さ
1.8m程度の丸ひもが
あれば始められる「ひ
もトレ」。
よけいな力を使わず、
動きに必要な筋肉を適
切に動かせるようにな
るので、体のバランス
も安定して疲れにくく
なります。



目覚めもスッキリ！

無理なくぐっすり眠るコツ
健康②

近ごろ、ぐっすり眠れなくなった……。
そう感じるのは、加齢で眠る力が落ちたり、
眠り方が悪かったりするからかも。
よく眠るためのコツを押さえて、
はつらつとした毎日を過ごせるようにしましょう。

<P115～121>

まずは自分の
「眠る力」をチェック！

日本人の多くは自身の睡眠に
不満を抱えており、とくに中
高年の女性はその傾向が強く、
半数くらいの人が睡眠に悩ん
でいるといわれています。
まずはチェック項目に目を通
し、自分の「眠る力」がどれ
くらいか確認しましょう。



農ライフ
のすすめ

いいこといっぱい！

袋栽培で野菜作り <P59～67>

育ててみたい野菜があるけれど、とにかく手軽に楽しみたい……。
そんな人にお勧めしたいのが袋栽培です。
培養土が入った袋を利用すれば、そのまますぐに栽培ができます。
野菜博士としておなじみの藤田智先生に教わりました。

気になる袋栽培の
あれこれを解決！

場所を取らずコンパクト
に栽培できる、栽培する
場所を楽に移動できるな
ど、袋栽培にはメリット
がいっぱい！
始めるにあたって気にな
るあれこれも、藤田先生
が解説してくれています。
さっそく自宅で袋栽培を
始めてみませんか？



さらっと
解説！

令和時代を読み解くキーワード
キーワード：農業ＤＸ <P130～133>

生産だけにとどまらず、資材の調達から販売、さらには関連する行政
手続きまで、農業のあらゆる分野をデジタル化することによって農業
をよりよくしようとする変革「農業ＤＸ」が進んでいます。
地域の農業と暮らしをどう変えていくのでしょうか。

データで見る
今後の農業

基幹的農業従事者数が今
後も減少していくことや、
若い世代ほど積極的に
データを活用しているこ
とが判明しています。
減少する労働力を補う意
味でも、若い世代が参入
しやすい業界にするため
にも、農業ＤＸは必要な
ことがわかります。



ＪＡ共育
ドリル

＜今月のテーマ＞

ＪＡファーマーズマーケットの可能性

ＪＡの事業について毎月紹介する「ＪＡ共育ドリル」。
今月のテーマは「ＪＡファーマーズマーケットの可能性」。
農畜産物の販売だけではない、ＪＡファーマーズマーケットが担
う役割について学びましょう。

<P139～141>

話し合いに
使えます！

話し合ってもらおう！

地産地消を中心に、ＪＡ
ファーマーズマーケットで
は地域農業と食文化をつな
ぐ取り組みを行っています。
近くのＪＡファーマーズ
マーケットでの取り組みを
参考にしながら、どんな活
動・イベントができるのか
話し合ってもらいましょう。



『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！

何の変哲のない地域の風景から
も、ＳＤＧｓを考えるきっかけ
があります。当たり前に見えて
当たり前じゃないもの、地域の
はらむ問題に着目して、まずは
一人で考えてみましょう。

ひも1本でできる簡単なひもト
レ体操をいくつか紹介していま
す。女性部の集まりや会議の休
憩時間に、みなさんでやってみ
ませんか？

チェックシート形式で、眠る力を
上げるために一日の中でできるこ
とを確認できます。普段の自分の
生活を振り返ってみて、質の高い
睡眠を取れるよう心がけましょう。

もっと知りたいＳＤＧｓ
（P22～25） ひも1本で体ラクラク！

ひもトレ講座
（P56～57）

目覚めもスッキリ！
無理なくぐっすり眠るコツ

（P118）



①

ＳＤＧｓの掲げる目標は、全部
で何個？

②

みつろうラップのみつろうがひ
び割れたり、剥がれてきたりし
た場合は、処分して新たなもの
を用意したほうがよい。
○か×か？

③

ナスの塩漬けを作るための鍋に
鉄くぎを入れるのは、色止めの
ためである。
○か×か？

④

袋栽培に使用する袋に穴をあけ
るのは、排水のためである。
○か×か？

⑤

ダイコンやイチゴだけではなく、
トウモロコシやオクラなどの野
菜も袋栽培に適している。
○か×か？

⑥

山梨県身延町の郷土食である
「おしゃかこごり」は、仏教に
関連するものである。
○か×か？

⑦

「プロギング」とは、スウェー
デン語の「拾う」と英語の
「ジョギング」を組み合わせた、
走りながらゴミを拾うスウェー
デン発祥のスポーツである。
〇か×か？

⑧

昼寝は認知能力や記憶力、想像
力などを向上させることが証明
されているため、昼寝の時間は
たくさん取ったほうがよい。
〇か×か？

⑨

海外の農畜産物でも新鮮な状態
で購入することができるように
なったので、地域の農畜産物を
無理して食べる必要はない。
○か×か？



①17個 ＜p.28＞

貧困や飢餓をなくすことだけではな
く、質の高い教育を完全普及させる
こと、住み続けられるまちづくりを
実現することも、ＳＤＧｓの目標に
含まれます。今一度確認してみま
しょう。

② × ＜p.35＞

みつろうラップのみつろうがひび割
れたり、剥がれてきた場合は、新し
いみつろうを載せてアイロンを当て
ると補修できます。繰り返し使える、
エコなみつろうラップを活用しま
しょう！

③ ○ ＜p.42＞

新しいくぎは、さび止めを取るため
に洗剤で洗って塩でこすり、ゆでて
から使いましょう。漬け物専用の鉄
球を使ってもＯＫです。

④ ○ ＜p.61＞

袋の底の両端をはさみで切り落とし、
表面と裏面の下の方にも12～13個ほ
ど穴をあけるとよいそうです。

⑤ × ＜p. 66＞

トウモロコシやオクラなどは実が重
く、茎も太くなるので畑の方が育て
やすい野菜です。スイカやカボチャ
もあまり向いているとは言えません。

⑥ ○ ＜p.68＞

4月8日の「花まつり」と呼ばれる仏
教行事の際に、仏像にお供えするお
菓子として「おしゃかこごり」は親
しまれてきたといいます。

⑦ ○ ＜p.98＞

プロギングでは、走りながら目につ
いたゴミを拾います。走りやすい恰
好はもちろん、軍手やごみ袋、ミニ
トングなどを身に着けて行う、一風
変わったスポーツです。まずは周り
の人といっしょに取り組んでみませ
んか？

⑧ × ＜p.119＞

あまり昼寝をしすぎると夜の睡眠を
邪魔するため、20分ほどの昼寝が効
果的だといいます。昼寝前にお茶や
コーヒーを飲んでおくと、よりすっ
きり目が覚めます。

⑨ × ＜p.140＞

地域で生産したものを地域で消費す
る「地産地消」の観点から考えると、
やはり地域の新鮮な食べ物を消費す
ることが重要です。ＪＡファーマー
ズマーケットでは、地域の新鮮な農
畜産物を取り扱っており、地域の農
畜産物と食文化を育むという大事な
役割を担っています。


