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ああああああ 

2017年湖西地区世代別家活レポート 

静岡県ＪＡとぴあ浜松 湖西地区支店 生活指導課 石塚 和さん 

＊最優秀賞＊ 
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ＪＡとぴあ浜松生活指導課 

      石 塚   和 

          2017年湖西地区 

世代別       
家活レポート             



情報の収集・提供に≪家の光≫大活躍！ 

政治経済から生活に役立つ情報まで 
幅広く掲載されていて、 
進むべき方向のヒントを与えてもらっている。 
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『家の光』2017年９月号 

「みんなでやろうニコ・ニコおむすび大作戦」 
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親子でおむすび作りをし、 
家族対抗で自慢しちゃおう！ 
というシンプルなもの 

子育て世代への取り組み 

【 当初 】 

米の消費量の減少や 
田んぼがあることで自然環境も 
守られていることなど… 
『家の光』記事を参考にし 
親子に知ってもらいたいことを 
活動に盛り込むことに決定！ 

【 『家の光』を見て 】 

親子イベント≪企画段階で…≫ 
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充実したイベント内容を提供できた！ 

①お米について知ろう 
②お米のできるまで 
③おいしいご飯の炊き方 
④お米クイズ 
⑤お米の食べ比べ 
⑥オリジナルおむすび作り 
⑦おむすび発表会 
⑧試食会 
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６０代～７０代シニア世代への取り組み 

葬祭マナー 相続＆終活 

２部構成 
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ああああああ 

手書きの「読みどころ＆メッセージカード」で 
積読（ツンドク）解消！ 

＊優秀賞＊ 

滋賀県ＪＡこうか 総合企画部 組織広報課 平井 美香さん 
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手書きの 
「読みどころ＆メッセージカード」で 

積読解消！ 

ＪＡこうか 総合企画部 組織広報課  
平井美香 

ツ ン ド ク 



家活まずは 手書きの「読みどころ＆メッセージ」カード 

担当職員が手書きで作っ
た読みどころを、カラーで
印刷。それに、各職員が
手書きで、メッセージを記
入します。 



家活① 女性部：家の光ライフ倶楽部 

職員のサポートを段階的
に減らすことで、部員の
自主性がレベルＵＰ！ 
以前よりイキイキと活動
するようになりました。 



家活② 家の光愛読者感謝の集い 

ＪＡ家の光大会とは個別
に開催！ 読者は無料
招待、女性部員は割引
価格で参加できます。う
ちわ寸劇も大うけでした。 



家活③ 男性向け料理教室「ゆめ丸クッキング倶楽部」 

ご本人はもち
ろん、奥さま
からも好評
です（笑） 

活動が、『家の光』２０
１８年4月号中日本版
に掲載されました！ 



家活④ ちゃぐりん料理教室 

管内小学生と保護者を対象とし年
３回開催。子どもはもちろん、保護
者も「食材の選び方を親子で勉強
できよかった」と喜んでます。 



ああああああ 

みんな開いてみぃや！ 

高知県ＪＡ土佐香美 総務部 企画管理課 川久保 佐記さん 

＊優秀賞＊ 
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「みんな開いてみぃや！」 

ＪＡ土佐香美 

総務部 企画管理課 

川久保佐記 



入組１年目 組合長から 
告げられた 
配属先は・・・ 

総務部 
企画管理課 

「いえのひかり…？」 

貯金の窓口 
 

営農センター 
 

出荷場 

家の光大会？ 
 

記事活用 
グループ？ 

生活活動 
女性部 

助けあい組織 



洋式 

和式 

もちろん 
男性用トイレ 

にも 
貼ってます！ 

窓口にも♪ 

いつもあなたの目線の高さに！！ 

＊『家の光』紹介ポスター＊ 



～『家の光』記事活用研修会～ 

お麩のラスク 
カボチャとクルミの大福 

蒸しパン 
プリン 

先輩と一緒にお料理♪ 

司会や講師にも挑戦！ 



びょんびょんおばけ 

お福分け鶴 

花びらギフトＢＯＸ 

ふるふる芳香剤 

ミニモップ 

ここが私の席でーす＼(^○^)／ 

今までに 
作った作品を 
たくさん 

飾ってます♪ 

私の罠にまんまと 
ハマったな（笑）♪ 

作戦 
大成功 

これなに？？ 

これはね～ 
○月号に載っちゅうがで！ 

めっちゃ簡単！ 



ほら、みんな『家の光』を開いてみぃや！ 

こんなに楽しくて、うれしいことが待ちゆうで♪ 

＊ちゃぐりんの先生＊ 

＊紹介ポスター＊ 
助け合い組織「かがやき」 

＊みそ玉＊ 

＊記事活用研修会＊ 

＊フードレンジャー
チャグリンとお勉強＊ 



ああああああ 

地域に恩返しを ～家の光三誌とともに～ 

神奈川県ＪＡあつぎ 玉川支所 木原 早貴さん 

＊佳作＊ 
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玉川支所には「集い処」があり、 
だれでも自由に利用することができる 

中央には家の光三誌とＪＡ
あつぎの情報誌グリーン
アートを設置 

華道の得意な女性部員が
お花を活けてくれます♪ 



年金受給日に女性部が郷土料理を無料提供！ 

『家の光』『ちゃぐりん』を参考
に集い処で郷土料理を無料提供！ 

お箸料理の際は『ちゃぐりん』に
掲載されていた基本のはし袋を皆
で作っておもてなし♪ 
（2016年1月号） 



家の光料理レシピを活用す
る部員たち（部会の様子） 

農業まつりに 
家の光手芸を展示 

農業まつりに出展するために、家の光
手芸を作成する女性部員たち 

部会でお揃いで作ったバスタ
オルでつくる防災ずきん 

『ちゃぐりん』掲載レシピを 
活用するフレミズ部員たち 



ちゃぐりんフェスタのこどもたちの様子 

ペットボトル空気砲を作り 
遊ぶ子どもたち 

ウィンナーづくりを 
学ぶこどもたち 

カンカン羽子板で玉川支所長と 
遊ぶ子どもたち 

子どもたちの作品 



『ちゃぐりん』2012年５月号 
の記事をアレンジ♪ 

子どもたちからは、ポテトサラ
ダとパンが合う！や自分たちで
作ったお菓子はどれも 
おいしかったとの感想が 
とどきました★ 



ああああああ 

地域とともに歩む家活 

三重県ＪＡ松阪 大足店 阪井 恵理子さん 

＊佳作＊ 
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地域とともに歩む家活 

ＪＡ松阪 

大足店 阪井 恵理子 



ＪＡ松阪 大足店 
 
・正組合員 ３２３世帯 
・苺農家 ２５軒 
・柿農家 ８軒 
・なばなモロヘイヤ農家 １５軒 

旧経済店舗の名称を「あつまリー
ナ」とし、女性部活動の場へ！ 



地元保育園の米作りお手伝
い等様々な活動にも取り組ん
でいます 

今年で７回目の開催となった大足店祭は一大イベント！ 

地域の皆さんにも喜んで頂き、交流を深めることもできる大切なイベ
ントです☺ 

『家の光』を活用した、料理教室や手芸等を実施 「ニコ・ニコおむすび動画コンテスト」にも応募しました！ 



「ニコ・ニコおむすび 
動画コンテスト」に応募した 
「松阪まきまきおむすび」は 
「見守り弁当」でも大好評！ 

 

高齢で支店に来店される事が
なくなった方にも 

喜んでいただきました☺ 



全国家の光大会での様子。 
福田さんの活躍が 

皆の励みにもなっています！ 

これからも「信頼されるＪＡ」を目指し、
『家の光』を手本に、 

家活に取り組んでいきたいです！ 



ああああああ 

ＪＡ自己改革は、「家の光三誌」の活用から 

香川県ＪＡ香川県 総務部 組織広報課 玉振 美智代さん 

＊佳作＊ 
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    ＪＡ自己改革は、 

「家の光三誌」の活用から      
ＪＡ香川県総務部組織広報課  

  課長補佐  

  玉 振 美 智 代 



     

     



      グループ討議書 

「家の光持ち寄り読書」の報告内容（例） 

『家の光』２０１８年２月号 
Ｐ４６「もし、地域にＪＡがなかったら」 

 
もし、地域にＪＡがなかったらどんな影響があるか、フレミ
ズの視点から考えられる具体的な課題を取りあげており、食
の安全・安心の提供、人が集まる拠点づくりなど、ＪＡが地
域で果たしている役割や事業の必要性が、多くの人になるほ
どそうかと納得してもらえるような内容になっている。普段
当たり前のように感じていることも、ＪＡがなかったらとい
う視点で考えてもらうことは大事であり、そういった視点か
らの情報発信も必要だと思う。 
 



 



 新人職員『地上』読後レポート ＜最優秀賞＞  志度支店 山本実香  

 「オレたちのJA入門」を読んで、入組してから感じていた様々な疑問が解決されました。様々な疑問

とは、なぜ営農担当者より信用・共済担当者が圧倒的に多いのか、そもそもなぜ農協に信用・共済事業
があるのかです。その答えは組合員の相互扶助の実現のためです。私は営農志望でしたが配属は信用に
なりました。香川の農畜産物を全国に届けたいという思いで入組した私にとって信用事業は農業からは
かけ離れている全く別の業種という印象でした。正直、信用事業をするなら銀行に勤めたらいいんじゃ
ないかと思ったこともあります。 

 しかし、「オレたちのJA入門」を読んで、２０１２年時点で８割以上のJAが営農・経済事業以外で得た

収益によって営農・経済事業を支えており、なかでも割合が高いのが信用・共済事業であることを知り
ました。北海道のJAでは「組合員勘定制度」という貸付金の決済を秋の収穫物の販売代金から引き落と

す制度があります。この制度のおかげで、もし前年に冷害などで資金繰りが苦しくても、農家は暮らし
に窮することなく安心して仕事に励めるわけです。また、共済事業では経営が小さい分、わずかな歪み
で家族の暮らしが立ちいかなくなってしまう農業を営む組合員のための「ひと・いえ・くるまの総合保
障」を扱っています。困った時に本当に必要なものを提供しているのです。 

 このように、 JAに信用・共済事業がある意味がたくさんあります。現代の日本で農業協同組合の助け
合いの精神を遵守していくためには信用・共済は欠かせない事業なのです。 

 「オレたちのJA入門」を読んでから、窓口で信用業務を行う気持ちに変化がありました。私はただお

金を扱っているわけではありません。納税も定期貯金もローンもどの金融機関でもできます。数ある金
融機関の中からJAを選んでくださったお客様は組合員の方と助け合っているのです。私はそのお手伝い

ができているということに気づきました。この気持ちを忘れず、香川の農業のために信用窓口で尽力し
ていきます。 




