
¥第３回 入選作品集

令和元年 ７月
（一社）家の光協会 記事活用促進部



¥
家活でフレミズに笑顔を

最優秀賞

沖縄県ＪＡおきなわ 組織活性部 栢野 英理子



家活でフレミズに笑顔を

栢野 英理子

JAおきなわ 組織活性部

※フレミズ部員デザインのロゴマーク



活動① スポーツ交流会

今年度からの取り入れた綱引き

パン食い競争

フレミズ投票で決めた愛称
”ちゅらククル”をお披露目

混合チームでも息ぴったり

全員入れてしまった
「ラッシュアワー」 （『家の光』２０１６年９
月号「わたしたちの運動会」掲載）

「電線じゃんけん」大会
(懇親会にて)



活動②フレミズ集会

2018年12月号記事活用
「消しゴムはんこで作る年賀状スタンプ」

ワールドカフェ
「発見してみよう女性部のスゴいところ」

懇親会のツリーには2018年12月号
「ステンドグラスクッキー」

アイスブレイクに「タコとタヌキ」
(フレミズ集会2日目の朝)

先輩の体験談が楽しい

朝食は自分たちで
「ニコ・ニコおむすび大作戦」



活動③「おきなわ花と食のフェスティバル」出店

『ちゃぐりん』空き缶ランタン作り

『ちゃぐりん』フェルトと花のカード作り

子ども服のフリマ、記事活用作品販売、
『ちゃぐりん』ワークショップ



活動④「いただきます」上映会

休憩時間は
「ふるふる芳香剤」作り

台風延期に関わらず2回上映が満席で
追加上映しました。

お土産のみそ玉
裏面に食品表示ラベルと

レシピを掲載

沖縄県立博物館・美術館ホールにて開催。
大恐竜展開催中だったのでPR効果絶大。

部員募集チラシ

同時上映
「その後のはなちゃん
のみそ汁GIFT」

チラシ7,000枚はファーマーズ、
Aコープ以外にカフェやパン屋
にも設置。Facebookや
情報サイトでも告知した。



活動⑤はなちゃんみそ手づくり講習会

上映会にて配布したチラシ

参加者からのメールに
添付された写真♪♪♪

お父さんも3名出席しました

はなちゃんちのレシピでみそ作り
4か月前に試作したものを当日は試飲

こねこね大好き!

『ちゃぐりん』フェルト花のカード作り



¥

過去から学び
明日につながる家活

優秀賞

宮城県ＪＡ加美よつば 生活部 生活課 千葉 隆子

部署名は応募当時



過去から学び明日に繋げる家活

ＪＡ加美よつば生活部生活課

課長補佐 千葉 隆子



過去3年間なかった活動と重点活動➩本部役員会に
6項目を提案し活動を共有しています。
①家の光クッキング・フェスタ ②「きずなの力」音頭踊り方教室
③ＪＡ家の光健康教室 ④ＪＡ家の光絵手紙教室
⑤ハッピーマイライフセミナー ⑥家の光料理教室

エンディングノート

の必要性

絵手紙

記念写真

作業風景

宮城県加美農業高等学校とコラボ



支店協同活動として
独自クッキング・フェスタを開催

支店運営に活かされています！！

女性大学

料理教室



地元高校生の職場体験で、『家の光』7月号
「夢をかなえるおらいの加美よつば」は教材として
大活躍でした。

３日目
作業の合間に読書タイム

『家の光』７月号から感想

を書いていただきました。

貴重なご意見有難うござい

ました。

２日目
職場体験は包装作業を行い

ました。『家の光』の記事を

話題に、コミュケーションを

図りました。

１日目
みなさん『家の光』を知って

ますか。！！

挨拶を兼ねてＪＡの活動を

紹介しました。



行 1 行 2 行 3 行 4

0

2

4

6

8

10

12

列 1

列 2

列 3

役員研修会は家の光協会を訪問➩モチベーションＵＰ！
➩当家の光大会は部員の出番が目白押し。



家活で気づき合える

仲間作りを実践します。

活き生き会持ち寄り読書
自分の好きな『家の光』から

記事を一人ずつ伝えています。

2018.3月号 寸劇で伝えよう

わたしたちの自己改革

2018.7月号 防災ブレスレットを

みんなで作りました。

堀米薫先生に講演をお願いしました!!

家の光協会の

展示より





¥

いつも気づけば
近くに『家の光』

優秀賞

宮崎県ＪＡ西都 生活組織課 清家 祐子



地区座談会にて

『家の光』読書会

女性部リーダー学習会にて



ハンドメイド講座ＪＡ西都家の光大会展示



家の光調理カード等を活用した弁当配食

家の光を活用した調理実習 たっぷり食べて、めざせ健康！サバ缶生活



ちゃぐりんを活用したちゃぐりんフェスタ

牛乳パックで作る
「飛び上がる元気なおばけ！！」作り

みんな上手にできあがりました♪

ちゃぐりんフェスタで家の光１０月号
「しゃかしゃかおむすび」作ったよ～♪





¥
Ｙｅｓ！ わたしの「家活」！

佳作

千葉県ＪＡかとり 指導経済部 営農生活課 石毛 明人



Yes!私の「家活」！

JAかとり 指導経済部

営農生活課 石毛 明人



マジかぁ・・・

『家の光』・・・？

やばい・・・「料理カード」しかみてない！！！

Σ（￣□￣；）

「ハンドメイド」？

なんですか？それは？

（゜Д゜）ｱﾝｸﾞﾘ





第60回記念全国家の光大会

家の光協会会長特別賞を受賞！



家の光大会の職員さんの発表でオススメ
コメント付けてるっていってたなぁ・・・・。
こりゃマネしちゃうしかないでしょ♪



繋がれ！みんなの輪

『家の光』を情報発信のツールに！
全国の情報を繋ぐ『家の光』をおも
しろくするのは私達職員の使命で
す！
そして読む人の心をつかめるよう、
読む人の心に響くよう、家の光協会
さんとともに歩んでいきます。

イケメンに心
つかまれた！
（笑）





¥
『家の光』で夢がかなった

佳作

静岡県ＪＡ遠州中央 森営農センター 鈴木 美紀



家の光で夢がかなった

ＪＡ遠州中央森営農センター 鈴木美紀



家の光三誌目標達成



森町女性部
『家の光』記事活用教室



   女性部員 各位

していただきます。つきましては、「エッセイ」の募集をいたします。かたく考えず気軽に
応募してください。多数の作品をお待ちしています。

 １．募集期間

 ２．内　　容

　　　★テーマ

①思い出の母の味

②おむすびの思い出・ご飯の思い出

③家の光と私

　　　※クッキングフェスタの出品作品に関係していなくても大丈夫です

  ３．提出先
　

  ４．審査員 　　　森町女性部三役・森基幹支店支店長・森営農センター長

  ５. 表　　彰　　　　　　　　　　　　平成31年2月2日（土）

　　　　　　クッキングフェスタ当日　

※お申し込みは別紙「エッセイ応募用紙」にご記入ください（各支店に用意してあります）

回　　覧
平成３０年１１月吉日

ＪＡ遠州中央森町女性部

森町女性部「エッセイ募集」について

　晩秋の候、女性部の皆様方におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
日頃より女性部活動につきましてご理解･ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　今年度のふれあい交流会は、募集したエッセイの紹介とクッキングフェスタで試食を

記

        平成３１年１月７日(月）  締切

　　　　「エッセイ募集」

　　　ＪＡ森営農センター　女性部事務局

　　エッセイとは

　　　硬い言葉で言うと随筆、柔らかく言うと自分が感じたまま思いのままを書くこと。

　決めてみましたがこれ以外のことでもかまいません。

　　　　　　　　　　　普段のおしゃべりを文字にしてみましょう。

　今回の募集は、皆さんの体験や経験について、また日頃感じていること、考えて

　いる事、テレビや雑誌を見て「私なら・・・」と思うような事をちょっと書いてみませんか

　ということです。ただ漠然と書いて、というのもなんですので上記のようなテーマを

ひと言ずつ発表⇒エッセイ募集









¥

開けばワクワク、
広がるイキイキ

佳作

鹿児島県ＪＡさつま日置 生活福祉課 笠野 惠子



開けばワクワク、広がるイキイキ

JAさつま日置 生活福祉課

笠 野 惠 子



５０歳で生活指導員へ・・・

家の光三誌は、ヒントの詰まった教本！

～誌面を開けばワクワク、あれもこれも挑戦したくなる～



女性部活動での活用

一人でも多く、女性部員を増やしたい・・・

「星の数ほど文化教室を」



ニコ・ニコおむすび大作戦！

～子育てひろば「ピッコロ」 おかげさまで１０周年～



ＪＡ職員へ、読んで活用してほしい！！
～家の光からのつながり～

地域とのつながり 食の伝承 自分との向き合い


