
10分でわかる！『家の光』活用術
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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



日本の食卓に欠かせない漬け物。今回は、簡単に作れるのに味は本格的、しかも
健康効果抜群という、新しい漬け物の作り方を紹介します。旬の野菜で挑戦してみ
てください！

特集１
最高の味わい 最強の健康食

令和の絶品漬け物 <P14~29>

◎薄い食材や小さい食材は半日で漬けあがり
ます。女性組織の料理教室にご活用ください。

◎野菜以外にも、肉や魚、加工品でも試して
います。スタッフの評価も掲載していますの
で、ぜひ参考にいろいろな食材で試してみて
ください！

おすすめ
ヨーグルト漬けを作ってみましょう

編集担当者より
ヨーグルト漬け以外に、「キャベツの発

酵漬け」も絶品です！ 初めは甘くてフ
レッシュですが、どんどん独特の風味が出
て味の変化が楽しめます。誌面では冷蔵庫
に入る量で紹介していますが、冷暗所のあ
る方はたっぷり作るのもおすすめです。



人生をもっと豊かにしませんか？

じぶん時間で夢をかなえる
特集2

＜P36~47＞

農業や家事、子育てで自由な時間がとりにくい方も多いのではないでしょうか。
「じぶん時間」を生み出し毎日をワクワク過ごす秘訣を探ります。

女性組織での読書会で活用しましょう

◎P45の「じぶん時間」
の作り方を読んで、日ご
ろメンバーが時間を作る
ためにどんなことを実践
しているか披露しましょ
う。

◎P46～47を読み、P47
のチェックリストに☑を
入れてみましょう。
チェックができない箇所
は、どんな点がネックに
なっているか意見を出し
合ってみては。

P45 P47

「じぶん時間」を
しっかりと取れている
か確認するために、１
日の過ごし方を表にし
てみましょう。「じぶ
ん時間」のとれている
ところに蛍光ペンで線
を引いてみるとわかり
やすいですよ。

こんな
アイデアも



①ドライフラワーを作る
②下準備をする
③花の配置を決める
④土台を作る
⑤花を飾り付ける
⑥フレームに貼り付ける

ドライフラワーフレーム作成の
《 6 のステップ》

ドライフラワーフレーム
シリカゲル（乾燥剤）を使うと、手軽にドライフラワーが作れます。色鮮やか

なドライフラワーで、写真立てを利用した室内飾りを作りましょう。

手芸
＜P56~59＞

用意する道具 用意する材料

作るときのポイント

1 素手でドライフラワーを扱うと花びらが崩れてしまう可

能性があるので、ピンセットを使って作業しましょう。

２ いちばんめだたせたい花を最初に決めておき、その花

を中心に大きい花から配置していくようにすると、きれいな
立体感が生まれます。

作成時間
の目安

40分

3 電子レンジを使用せず、シリカゲルの中に数日入れてお

くことで、より色彩の鮮やかなドライフラワーになります。



防犯おじさんが教える

田舎の防犯
第１回 ～怪しい人より怪しい場所に気をつけよう！～

防犯のプロである折元洋巳さんが、身近に潜む危険から身を守るすべを教えてくれまし
た。まずは防犯の基礎となる心構えを学びましょう！

新連載
＜P60～61＞

＜情報を共有しよう＞
JAや女性組織のみなさんで、地域に怪しい

場所がないか話し合ってみましょう。
何のための場所かわからない所は、知って

いる人が教えてあげるのもいいですね。みな
さんで情報を共有し合って、安心して暮らせ
る町づくりをしていきましょう。

「元刑事・折元洋巳の防犯教室」を配信しています。
こちらの二次元コードからご覧ください。

動画も配信しています！

＜地域安全マップを作ろう＞
高齢者の見守り活動や声かけ運動

を行っている女性組織や、子どもの
いるフレミズ世代で取り入れてみま
しょう。



これであなたも！

足爪美人
ついつい怠ってしまう足のケア。運動不足による筋力の低下や体重の増加は足

の爪や指に負担をかけてしまいます。100歳まで健康に歩ける足づくりのために、
セルフケアをおこないましょう！

特集３
＜P62～70＞

編集部担当より
意外と知られていないのが正しい爪の切り方。

両端の角を斜めに切ってしまうと爪が内側に巻
くようになり、巻き爪になるリスクが高まりま
す。横にまっすぐ切るスクエアカットを試して
みてください。
腰が痛いなど、足元で爪切りを上手に扱えな

い人は、ガラス製の爪やすりで整えることをお
すすめします。

活用のヒント

Check

4

◎68ページのcheck4では小指の爪が
つぶれて小さくなったり、親指側に曲
がったりしている場合のケアとして、
ストレッチを紹介しています。短時間
でできますので、女性組織の集まりな
どで活用してください！



『家の光』読者体験手記

入選発表
応募総数269編の中から選ばれた入選結果と、最優秀作品を発表します。

（７月号～9月号では優秀作品を順次掲載します。）

読者体験手記

＜P71～73＞

最優秀作品の内容

北端の故郷から集
団就職へ向かう道
中の満員列車。当
時15歳の作者の一
人旅が描かれてい
ます。

読書会におすすめ

今回の6月号には、
最優秀作品賞を
掲載しています。
黙読したり、感想
を発表したりしま
しょう。

第20回
家の光

読書エッセイ
＜P144～145＞

国内外の9歳から97歳まで、幅広い
年齢の方々から1672作品の応募があ
りました。入選作11作品の中から、家
の光読書エッセイ賞を紹介しています。
ぜひ上記の作品と合わせて、家の光読
書会でお読みください。

第21回家の光読書エッセイ
の募集をいたします！

募集期間は、7月1日(木)
～11月12(金）です。
詳細はウェブサイト「家

の光公募サイト」でご覧く
ださい。



大豆の栄養まるごといただき

手作り寄せ豆腐
豆腐はその手ごろさから頻繁に食卓に上りますが、その奥深さはまだ知られていません。

大豆の風味を直接感じられる手作りに挑戦してみませんか。

農ライフ
のすすめ

＜P74～81＞

ミキサーで手軽に！

簡単に作れるので、親子での料理教室にも
お勧めです。消化吸収率がいいので高齢者
向けのメニューにも。

編集担当者より

◎簡単で健康な豆乳料理。料理教室の一品
にどうぞ！ 豆乳甘酒は混ぜるだけなのに
とてもおいしく、ICEでもHOTでもお楽し
みいただけるので、日ごとに気温差が出る
今の季節におすすめです。

調理時間の
目安

1時間
※大豆を浸す
時間を除く



家族関係のモヤモヤ解消！

「伝え方」のコツ
「伝えたつもりが伝わってなかった……」そんな家族間でのモヤモヤが

あったりしませんか。家族の性格を診断して、気軽に頼みごとができるよう
になりましょう！

家族
＜P115～121＞

確

まずはこのページを使って自分
のタイプを確認しましょう。家族
のタイプも割り当ててみてくださ
い。

みなさんの家族とのやりとり
でどんなすれ違いがあるか、ま
たどんな方法で解決をしている
か、グループに分かれて紹介し
合ってみましょう。いいアイデ
アを発見できるかもしれません。

いつも自分がどのように家
族に頼みごとをしているか、
振り返ってみましょう。褒め
方のポイントも載っているの
で、今までの自分のやり方と
比べてみましょう。

P117 P118 P120



みんなでできた！ JA女性組織

‶おうちdeじょせいbu”
オンライン教室でつながろう! の巻
＜愛知県 JAあいち海部女性部＞

コロナ禍を受けて動画配信によるオンライン教室をスタート！ 新たな挑戦によ
り今後の活動のヒントも見えてきました。JAあいち海部女性部の活動、ぜひ参考
にしてみてください。

まんがルポ ＜P146～149＞

JAあいち海部女性部のみなさんが
YouTubeを開設するまでの流れをマン
ガで分かりやすく紹介しています。ぜ
ひ参考にしてみてください。
JAあいち海部女性部のYouTubeもぜ

ひご覧ください。

コロナ禍で活動が制限される今、
女性組織の繋がりを絶やさないた
めに、SNSやオンラインは一つの
手段です。他にもどんな方法があ
るか、女性組織のみなさんと改め
て考えてみましょう。



◎職員の学習会でのグループ
ワークのテーマで取り上げて
みましょう。

◎「J－FAP」の活動を参考に、
みなさんのJAでどのような若
手職員の活動ができるか話し
合いましょう。

ふるさとダイアリー

若者力が地域を盛り上げる

農畜産物の消費拡大や農業イメージアップのため、PR活動を行う若者の活動
を紹介します。

地域情報
共通版 ＜P163～173＞

活用のヒント

若手職員でチームを作ることで、ふだ

んでは生まれない新しいアイデアが生まれ
ます。さらに、地域間での交流も深めるこ
とができるので、活動の幅が広がります。
若者の力を存分に発揮できるような、組織
づくりをしていきましょう。

紹介事例

福島県福島市
JAふくしま未来

J‐FAP
(ジェイファップ）



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13ページ
をご覧ください。

「元刑事・折元洋巳の
防犯教室」
⇒ P60

「ここがポイント! 今月の手芸」
ドライフラワーフレーム
⇒ P56

「増田由紀のスマホ
道場Web版」

⇒ P32

「川城先生の野菜作り
なんでも相談室」
⇒ P200

「JAビギナーズガイド
ステップアップ編」
⇒ P135

「農ライフのすすめ
手作り寄せ豆腐」
⇒ P76

「本谷先生の料理のお悩み相談室」
⇒ P208



①

「令和の絶品漬け物」で紹介し
ているヨーグルト漬けで、ス
タッフからの評価がベスト３の
食材は、ブロッコリー、トウモ
ロコシ、リンゴである。◯か×
か？

②

「じぶん時間で夢をかなえる」
で紹介している北海道美唄市の
「つむぎ屋」が作っているのは
乾燥野菜である。〇か×か？

③

「ドライフラワーフレーム」で
は、めだたせたい花を中心にし、
小さい花から配置すると立体感
が出ると説明している。◯か×
か？

④

「足爪美人」では爪の両端の角
を斜めに切るバイアスカットが
正しい切り方と紹介している。
◯か×か？

⑤

「手作り寄せ豆腐」の「大豆栽
培に挑戦しよう！」で、大豆の
種類は国内で100種ほどと紹介
している。◯か×か？

⑥

「マイ・ヒストリー雨天晴天」
に登場するアンミカさんがお父
さんから受け取った手紙には、
が「チャンスは斜め後ろから来
るもの」と書かれていた。○か
×か？

⑦

「伝え方のコツ」でロジカルタ
イプの人を褒めるときは、「す
ごーい！ ありがとう！」と大
げさに伝えると効果的と説明し
ている。◯か×か？

⑧

「ふるさとダイアリー」で紹介
された、富良野市の地域グルメ
のおいしさを伝える女子高生ユ
ニットは「ふらのオムカレー
娘」である。◯か×か？

⑨

「ガーデニング なんでも相談」
で紹介しているクレマチスは、
イギリスでは高山植物の女王と
いわれている。◯か×か？



① × ＜p.14～29＞

全員から好評だったベスト３はブ
ロッコリー、ゆでタケノコ、リンゴ
です。ゆでタケノコは満場一致でお
いしいとの評価。えぐみが消え、果
物のような香りに。ぜひお試しくだ
さい。

② 〇 ＜p.36～47＞

北海道美唄市の農産加工グループ
「つむぎ屋」では、乾燥野菜を作り
販売しています。トマトやダイコン
などの単品の乾燥野菜のほか、7、8
種類の乾燥野菜を組み合わせた「パ
スタの具」「炊き込みご飯の具」な
どが人気です。

③ × ＜p.56～59 ＞

いちばんめだたせたい花を最初に決
めておき、その花を中心に大きい花
から配置していくようにすると、き
れいな立体感が生まれます。

④ × ＜p. 62～70＞

正しい爪の切り方として、爪をまっ
すぐ横に切るスクエアカットが推奨
されています。バイアスカットや深
爪は、巻き爪や炎症の原因になるの
で注意が必要です。

⑤ 〇 ＜p.74～81＞

国産大豆は400品種以上です。安定
生産が可能で、各都道府県で栽培・
普及されている「推奨品種」。一方、
各地の土壌や気象条件に適応して、
その地に根付いた「地豆腐」。見た
目だけでなく、味や育てやすさ、豆
腐加工適正もそれぞれ異なります。

⑥ 〇 ＜p.83～87＞

「チャンスは前からではなく斜め後
ろから来るもの。よく見るんやぞ」
と書かれていました。この手紙を見
て行動したことが、後のモデル活動
の大きな一歩になったそうです。

⑦ × ＜p.115～12１＞

ロジカルタイプの人を褒めるときに
は、どこがよかったか具体的に褒め
ると◎。大げさにほめるだけでは、
ロジカルの心には響きません。

⑧ × ＜p.163～173＞
「ふらのカレンジャー娘」が正解！
カレーで町おこしをしていた有志団
体に「高校生のアイデアも取り入れ
たい」と協力を求められたことが結
成のきっかけで、富良野オムカレー
の開発などに携わりました。

⑨ 〇 ＜p.209＞

クレマチスはイギリスで「つる植物
の女王」といわれています。花は豪
華に咲き、つるは細くて扱いやすい
ので、フェンスやアーチで花の景色
を作るのにお勧めです。


