
第４回 入選作品集

令和２年 ７月
（一社）家の光協会 記事活用促進部



令和に続く「家活」

最優秀賞

長野県ＪＡ上伊那
総務企画部 総合企画開発課 岡野 千文さん



金融窓口マネージャー会議 「詐欺撃退マニュアル」

金融企画課の係長や主任と朗読劇‼



2019.5.29

ＪＡ役員・生活部会本部役員懇談会

組合長にもウケた！正しいビニールの破り方！
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実践！『家の光』持ち寄り読書

アンケートの結果から！
第12期ミドルミズ大学での『家の光』持ち寄り読書について



☆☆懇談会次第☆☆

7.今月号の『家の光』より

説明者または同行職員が
自分の『家の光』を持参し
気になるページを紹介

生活部会班別懇談会（６～７月）

全242会場参加者1,920人出席率56.6％



目に見えてうれしいこと！





思い立ったらすぐ「家活」！

優秀賞

秋田県ＪＡ秋田やまもと
企画総務部 企画審査課 北林 綾子さん



思い立ったらすぐ「家活」！
秋田県 JA秋田やまもと
企画総務部 企画審査課 北林 綾子



女性大学「粋生き
教室」にて
『家の光』を使った学習会と「フラ
ワーボールペン」（『家の光』2018
年5月号』）作り



お米を学ぼう
～新米と地元の野菜で収穫祭 ～
調理実習の前に、２会場に分かれ
『ちゃぐりん』を使って勉強会

こちらは、低学年の教室

「田んぼとお米について」と「お米
はご飯以外に何に変身するか
な？」



夏休み教室
「JAへ行こう！」
八竜地区女性部とフレッシュ部会
営農部や支店職員と一緒に作り
上げたイベントです。みなそれぞ
れが役割をもちながら、子どもたち
を見守りました



これだけは知っておきたい
“おらほのJA”

午前中は手芸を行い、伝統食名
人「グランママシスターズ」自慢の
一品料理を昼食とし、午後からは
女性理事と総務部長が講師となり、
「総代会資料の読み方」の勉強会



小さな未来のJA
ファンたちです！
「JAへ行こう！」に参加してくてれ
た子どもたちです

わたしが大好きな写真です

「やりきった･･･」と思いました！





繋がる広がる「家活」

優秀賞

愛知県ＪＡあいち中央
組織生活部 組織生活課 都築 恵さん



繋がる広がる「家活」

JAあいち中央 組織生活部

組織生活課 都築 恵



達成するために
①次長と共に組合員のみなさんのもとを訪問したり窓口のカウンターに
『家の光』を置き手に取っていただける環境づくり。

②手伝っていただける方に協力依頼して、小物作りだけでなく、料理、
洋裁、などさまざまな記事活用の実施。

③職員が『家の光』を読んでいないケースが多いため、8月の１か月間
夕礼で『家の光』を読んでスピーチをする。

目標

①購読推奨
②記事活用の内容

と開催数の増加
③職員への周知



①購読推進

８月より訪問、窓口推進を開始。
窓口でのお問い合わせも何件か
あり感触はさまざまだった。

購読部数

昨年度 １８２部

今年度 ２００部に増加

その結果

窓口のカウンターに『家の光』を置き
待ち時間に気軽に取って読んでいただけ
る環境づくり

共済カウンター



②記事活用講座 ６回開催
料理、手芸、洋裁などを取り入れ 昨年度参加者45名 今年度190名に増加

さくら料理会、産直センターの
協力で料理教室を開催

★イキイキレディースの洋裁の
得意な方が講師になって
「おしゃれモンペ」

★先生に「ダンシングヒーロー」踊りを
覚えていただいて体操教室に取り入れる

★夏休み親子料理教室で
「焼かない夏のケーキ」

★「絶品ご飯のお供と究極
の卵かけごはん」

★がやがやワクワク会で
「ペーパーフラワー加湿器」

★「幸福を呼ぶボン
ボン」



③職員への周知

 夕礼でのスピーチでふだん読んでいな
かった職員も昼休みに読むようになった。

 未購読者も以前は数名いたが現在は定時
職員も含め購読率１００％になった。

 カウンターに手書きのコメントを書き添
えてくれた。

職員の意識に変化

夕礼時で全員『家の光』を手にしてスピーチ 手書きのコメントを書き添える



さらなる効果

サークル活動の中に取り入れた。

 みのりの会の工作で「ペーパーフラワー加湿器」

 新年交流会で「ダンシングヒーロー」を披露

 キラキラ体操クラブでは女性交流会で発表

振り返り

 協力いただける組合員、イキイキレディースのみなさんのおか
げで講座の内容が広くなりさまざまな企画を催すことができた。

 「家活」の輪がどんどん広がっていくのを実感する。

 現在の活動を継続し地域や女性組織、職員が力を合わせ一丸と
なり「家活」を盛り上げ、ＪＡの組織活動の参加者、イキイキ
レディースの会員増加に繋げていきたい。

「ダンシングヒーロー」を披露

高齢者の工作で利用





ひとつの変化が大きな一歩に

佳作

神奈川県ＪＡあつぎ
組織文化部 生活ふれあい課 伊藤 由貴さん



～ひとつの変化が
大きな一歩に～
ＪＡあつぎ 本所

組織文化部 伊藤 由貴



ＪＡあつぎ『家の光』購読部数推移
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今後も増部に向けて「家活」を行っていきます！！



女性部活動で『家の光』を活用

地場農畜産物を使って
『家の光』のレシピを活
用した料理を作り、地産
地消を進めています。

女性部の地域の部会等で、
『家の光』掲載の手芸で
作品作りや記事の読み合
わせなど行っています。



女性部が『家の光』をＰＲ

ＪＡあつぎのクッキングスタジオ
で『家の光』のレシピを活用した
料理講習会の講師を務め、地域住
民に『家の光』の魅力を紹介！



ＪＡあつぎ女性大学「夢未スクール」
｢元気なＪＡ｣をめざすために、
若い世代の女性を対象にさまざ
まな交流や心豊かな生活をする
ための教養を深めることや、新
しい仲間づくりを通じて、地域
で輝く次世代リーダーを育成す
ることを目的として女性大学を
開校しています♪



地元飲食店店主による
料理講習会で野菜の皮を使った
出汁の取り方を学ぶ

ＪＡあつぎ女性大学「夢未スクール」

『家の光』2019年12月号掲
載「野菜の栄養を捨てる食べ
方 捨てない食べ方」の記事
から野菜の皮の栄養について

紹介！





地域との繋がりを大切に。
『家の光』との歩み

佳作

神奈川県ＪＡあつぎ
睦合支所 経済課 赤澤 奈央さん



女性部長会議での
『家の光』記事活用

『家の光』の綿の記事から、自宅で採れ
た綿の種を持参し、欲しい部長に配布。
あっという間に普及しました。実際に作ってみて、部長全員で試食

2017年9月号
「ニコニコおむすび

大作戦」より
わがＪＡあつぎの
御難おむすびを実食



「家活クラブ♪」開催 今回は2017年7月号
「保冷材で作ろう！ふる
ふる芳香剤」に挑戦☆

部員からの要望で、根岸女性部の部会でも
「ふるふる芳香剤」作りを行いました。

睦合地区農業まつり
『家の光』記事活用作品コーナー♡



棚沢女性部 『家の光』記事活用

棚沢女性部の宝 ふれあいノート
棚沢女性部 座布団型お手玉作り



睦合地区女性部お手玉活動

園児たちの嬉しそうな顔が私たちの最大の活力です☆



幼稚園と地域ふれあい交流会を開催

『家の光』から広がった
地域との繋がり



活動のおともは『家の光』

佳作

福岡県ＪＡ糸島
営農部 営農企画課 岡﨑 伸子さん



ＪＡ糸島 営農企画課
食育研修センターいきいき
岡﨑 伸子

家の光単行本販売

研修室

調理室

食育研修センター いきいき

みそ加工室



『家の光』2006年9月号



『ちゃぐりん』記事紹介

アスパラ収穫サツマイモ収穫



役員学習会

堅苦しいことを考えず、
いろいろな活動を思う
存分楽しみましょう

真剣に学習会に
臨む役員さんたち



ただいま『家活中』！！



「家活」から地域の防災へ

佳作

鹿児島県ＪＡ南さつま
知覧支所 経済課 植村 美幸さん



「家活」から
地域の防災へ

鹿児島・ＪＡ南さつま 知覧支所

生活指導員 植村 美幸

第４回 家活グランプリ



２０１７年７月の女性部活動
同年３月号掲載「防災のアイデア３０」

タオルのクマさんを製作♪

これまでも取り組んだ「防災」関連の「家活」

２０１８年６月の女性部活動
同年７月号掲載「最強の防災術５５」

防災ブレスレットを製作♪

防災のたいせつさを語り合う
いい機会！いつかは記事活用
で「防災」に取り組みたいと考
えていました！



防災

女性部員へのアンケート

「防災を学びたい！」
実はわたし...地域の

女性消防団員なんです！

消防活動で感じる
地域の防災意識の低下

この状況は見過ごせない！
「防災」なら少しは胸を張れる！

私の味方『家の光』
が毎年「防災」を特集

２０１９年度女性部活動のテーマは…

に決めた！！

いざ！！ ２０１９年度知覧支所女性部の活動テーマを策定！



２０１９年８月女性大学 同年９月号掲載
「防災手拭いで作るミニバッグ」

いよいよ始動！ 『家の光』記事活用で取り組む「防災」

防災ミニバッグを製作♪

ミニバッグ作成後、
『ちゃぐりん』２０１９年９月号掲載・特別企画

「防災シミュレーションごはん」に挑戦♪

開催後...

・参加者の声
「ミニバックを普段から持ち歩いているよ」
・ある支部ではバッグに救急セットを入れ
て地域住民に配布＆声かけを実施

部員の自主的な動きに
活動の成果と防災意識
の高まりを実感！！

非常袋＆備蓄品チェックリスト



２０１９年度に実施した「防災」を扱った女性部活動

２０１９年９月料理教室 同年９月号掲載 簡単にできる防災食を調理♪

鹿児島は風水害の多い地域
災害危険区域も存在

ひと目で危険箇所・避難場所がわかる

女性部オリジナルのハザード
マップの作成も計画中

ビニール袋で... お湯ポチャレシピ

・熱心に聞き入る部員さんの姿
・研修後のアンケート
→前向きな意見が多数「避難場所を再確認したい」
「家具の固定を確認しよう」など...

視察研修の成果を実感！

２０１９年１０月女性大学 県防災研修センター見学
施設を見学し、災害のメカニズム・効果的な防災を学習

たくさんの防災用品が展示



いつ起こるかわからない災害

これからの「防災」と「家活」の可能性

農業祭やイベント等で防災体験コーナーを設置してみよう

多くの人に「防災」を身近に感じてほしい
密かに...

計画中！

『家活』で実感 繰り返しと継続的な防災学習が大切！

『家の光』記事活用

女性部組織の活性化

ＪＡ役職員を巻き込んだ「家活」

生活指導員の
はたらきかけ

ＪＡ南さつまの発展

「女性消防団」を巻き込んだ「家活」

例） チラシ配布、新聞紙でスリッパづくり、ポリ袋で炊飯の体験など

購買店舗で保存食に適した商品の紹介

「みんなで家活」

わたしたちが住む地域
＆


