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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）



＜特集＞

百花繚乱！全国みそマップ
＜Ｐ16～31＞

身近なようで案外知らない「みそ」
意外な食べ方や手前みそのアイデ

アをご紹介いたします。

伝統あるみそ蔵に加え、糀店にて糀
造りの現場を拝見！みそにとって大
切な糀の作り方も掲載しております。

◎普段、購入しない地域のみそを購
入し、食べ比べてみるのもいいです
ね。使用するみその違いによって同
じ料理でも異なった印象を受けるは
ずです。ぜひ、お試しください。

活用のヒント



＜特集＞

片手で作る料理教室

片手調理のポイント

「使えるものは、なんでも使う」と話す藤田
さん。専用の調理器具だけではなく、身の回
りの物を利用して使うアイデアがたくさんあ
ります。日々の工夫がうかがえます。

＜Ｐ48～53＞ 食は人生の喜び

料理教室「サロン・アップル」の参加者のほとんどは「片まひ」の障害をもって
います。料理教室を主宰している藤田さん自身も左半身にまひがありながら、
『おいしく、楽しく』をモットーに料理の楽しさを紹介します。

「よもやまトーク」
あなたからのお便りを待っています！

紹介されている以外によいアイデアがあっ
たら、お便りを送ってください。
テーマは自由です。楽しいお便りをお待ち
しております。日常のひとこまやとってお
きの写真も一緒に送ってください。
詳しくは、『家の光』P155をご覧くださ
い。お待ちしております。

栄養士の藤田さん。



＜特集＞

キッチン除菌 大作戦
＜Ｐ64～72＞

食中毒が気になるこれからの季節に！

一見きれいなキッチンでも、細菌や
カビはたくさん存在しています。
どれくらいの細菌やカビがいるのか

検証し、おすすめの除菌法をわかりや
すく紹介します。

◎家族で場所を分担して取り組みま
しょう。スッキリしたキッチンだと
料理もはかどるかも！？

※新型コロナウイルスの影響により、エタ
ノールの入手が難しい場合があります。

活用のヒント

じつはこんなに細菌やカビが！



＜News＞

GREEN WATCH

「非常時」こそ落ち着いた行動を

新型コロナウイルス感染症の流行によ
り、様々な“デマ”が飛び交っています。
日本国内ではトイレットペーパーが品切
れとなるという噂が広がり、買い占めに
より長く品薄状態に。
こうした非常時こそ、情報は冷静に判

断し行動するよう心がけましょう。

◎新型コロナウイルス感染症の流行
により、需要が減少している農畜産
物があります。日常の買い物で、意
識をしてみましょう。併せて、防災
の観点からも話し合いふだんから何
を心がけたらよいか、みんなで考え
るのも大切です。

活用のヒント

＜Ｐ97～101＞



＜手芸＞

クセになる新触感！手作りスクイーズ
＜Ｐ54～58＞

・ご自宅でお子さんやお孫さんと一緒
に作ってみましょう。また、プレゼン
トとしても喜ばれますよ。
・アイス以外をモチーフにして作って
みるのも◎

活用のヒント

担当編集者より

制作時間の目安：1個約30分(乾かす時間を除く)
おおよそのサイズ：縦11.5×横5×厚さ2.5㎝

家で過ごす時間が長いからこそ、手芸にチャレンジしてみませんか。

今月は握りしめたときのもっちりとした反発力とふんわりした触り心地が魅力のス
クーズを紹介します。

作ったスクイーズはボールチェーンを通して、キーホルダーとして楽しむこともできま
す。ご家族やお友だちとおそろいでかばんや身に着けて楽しむのもおすすめです。バニラ
オイルの代わりに、好きな香りのオイルを使用してもOK！握った時にふんわりと香りが
して癒されておすすめです。

食べられません！



＜疲れないコツ図鑑 第二回＞

歩く ＜Ｐ84＞

楽しく肩凝り&腰痛改善！

丹田フラダンス
新型コロナウイルスの影響でなかなか外出できず運動不足に……。
そんな悩みも、お家で簡単にできる全身運動「丹田フラダンス」で解消！

こちらもおすすめ！

◎ＪＡ女性組織の会合
に取り入れてアイスブ
レイクを。

◎ハワイアンミュー
ジックなどお気に入り
の音楽をかけて、リ
ラックスしながら。

◎朝の朝礼で、職員の
みなさんで。

◎お昼休み後など眠た
くなってきた時に。

◎ＪＡの本店、支店の
窓口に置いて、組合員
との会話づくりに。

◎「歩く」と
いう基礎的な
日常動作も意
識することで
軽やかに。
◎買い物や
日々の散歩の
時に意識して
みてはいかが
でしょうか。

＜Ｐ60～63＞

朝陽を浴びながら行うと
更に効果ＵＰ！

活用のヒント



＜Ｐ34～41＞

枝豆は高血圧の原因となるナトリウムの排出を助ける「カリウム」が多く含
まれています。体内の水分量を調節する働きもあるため、むくみの解消にも効
果的です。暑くなるこれからの季節にもってこいの食べ物なんですね。

◎誌面の検証を再現し、家族で好
みの枝豆をみつけ、楽しんだ後は、
極旨枝豆レシピも考えてみましょ
う！
◎どの品種を栽培するか迷って
いる…そんな時に！

◎温かくなってきた今日このごろ、
おいしいビールを飲むために！

活用のヒント

＜農ライフのすすめ＞

徹底検証！極旨枝豆
ビールのお供に、子どものおやつに、栄養豊富で大人気の枝豆。枝豆の品種

からおいしい調理方法、レシピに栽培のコツまでどどーんと掲載しています！

ちょっと豆知識



←アプリ「家の光ＡＲ」の
アイコンが目印です。
動画の視聴期間は発刊日から３か月間。

今月のARはココ！

「家の光AR」は誌面にスマホをかざすと動画を見られるサービスです（一部のページ）。無料のアプ
リ「家の光AR」をインストールして起動し、指定の写真やイラストにかざすだけ。6月号の誌面の中の
「家の光AR」のアイコンを探してみましょう。詳しくは本誌P47をご覧ください。

エーコープマーク品で作る
おかずおつまみ Ｐ204
アスパラガスとエビのゴママヨ

『家の光』のマスクカバー
の記事についてＰ7

目次でAR動画を見られるページを
チェックできます！

家の光料理カード Ｐ206
タマネギカツ

楽しく肩凝り&腰痛改善！
丹田フラダンス Ｐ60

クセになる新触感！
手作りスクイーズ P55



コロナに負けない！

〈予告７月号〉「ストックマスク」を作ろう！
簡単にできる立体タイプのガーゼマスクの作り方を

型紙つきで紹介します。
マスクが入手困難になったときのための「ストック

（備蓄用）マスク」です。ふだんから備蓄をしてくと
安心。

新型コロナウイルスの感染が拡大しマスクが不足するなか、多くの読者の方から『家の光』
２０１３年２月号の記事「好きな布で作る マスクカバー」へのお問い合わせをいただいて
います。本記事をもとにしたマスクの作り方の動画を作成しました。ウェブサイトで記事も
見ることができます。ご家庭や職場など、さまざまな場面でご活用ください。

本会ウェブサイト「家の光ネット」（http://www.ienohikari.net/）
トップページの「トピックス」で公開しています

自宅で過ごす子どもたちに充実した時間を過
ごしてもらおうと、『ちゃぐりん』2020年4
月号の別冊付録をもとにした工作と手芸の動
画を10本制作し、YouTubeで公開しました。
楽しい工作と手芸の作り方を約3分にまとめ
て紹介しています。ぜひさまざまな場面でご
活用ください。

『ちゃぐりん』
工作手芸動画がYouTubeに10本

アップされました！

＜閲覧方法＞
①．本会ウェブサイト「家の光ネット」
（http://www.ienohikari.net/）
トップページの「トピックス」で公開しています。
②．下記のＱＲコードを読み込むと、YouTube の
「家の光チャンネル」にアクセスできます。

http://www.ienohikari.net/


募集のコーナー『家の光』６月号

おうち時間を楽しもう

いつもはあまり目に留めていない、募集もののページ。
ぜひ、ペンをとって、応募してみませんか。

あなたの「家活」エピソード
をお寄せください！

家で過ごす時間が長い今だからこそ
『家の光』を活用し、充実したおうち時間
を。あなたの「家活」エピソードを教えてく
ださい！もちろん、ＪＡ女性組織での「今
だからこそ」の取り組みもおまちしており
ます！

・孫といっしょに『家の光』の手芸を作って
みた！
・家族といっしょに『家の光』のお掃除術
で家中まるごとスッキリ掃除をした！
・『家の光』の料理アレンジレシピ 等

☆美輪明宏の人生相談
(P15)
☆｢家の光童話賞」作品募集
(P80)
☆つながる ひろがる 絵手紙のわ
(P90)
☆「ハッピーアワー」企画
(P155)
☆家の光 読者文芸
(詩・短歌・俳句・川柳)  (P157)
☆クロスワードパズル
(P158)
☆『家の光』読者アンケート
(P159)
☆第18回ザ・地産地消家の光料理コン
テスト（P161）

家の光協会 記事活用促進部
MAIL：iekatsu@ienohikari.or.jp
FAX：03-3266-9049



①

今月の表紙の西川貴教さんの出
身は新潟県であると紹介してい
る。◯か×か？

②

「＜特集＞全国みそマップ」で、
みそに重しをするのは「みその
中の水分量を均一にするためで
ある」と紹介している。◯か×
か？

③

「農ライフのすすめ 極旨枝豆」
で、「枝豆のとっておきの栽培
のコツ」として開花後30日ごろ
の朝に収穫するのがよい。と紹
介している。◯か×か？

④

「その不調、もしかして「天気
痛」ではありませんか？」で、
天気の変化で体調に変化がでた
場合には耳を冷やすのがよいと
紹介されている。○か×か？

⑤

「認知症を予防するヒント」で、
食後30分の血糖値が高いと認知
症になりやすいと紹介している。
〇か×か？

⑥

「日本一やさしいお金相談所」
で、フリマアプリのメリットと
して「この値段から売りたい」
と価格を最初から提示すること
ができる。◯か×か？

⑦

「JAリーダーインタビュ―きた
道ゆく道」でJA福井県代表理事
組合長の田波俊明さんは、
ファーマーズマーケットの生産
者に「売れて初めて“いい野菜”
になる」と話している。◯か×
か？

⑧

「みんなでできた！ JA女性組
織」で紹介している取り組みは、
「フードドライブ」である。○
か×か？

⑨

「丸わかり野菜作り 畑の時間」
でニンジンの防寒対策として、
株元に15センチほどの土を盛る
と紹介している。〇か×か？



① × ＜Ｐ10＞

正解は滋賀県です。西川さんは、エン
ターテイナーとして持久力を付けるた
めにトレーニングを行い、野菜と肉や
魚をバランスよくとることを心掛けて
いるそうです。「わたしが好きな日本
の味」では、関西風のすき焼きを紹介
しています。

② ○ ＜Ｐ16～31＞

豆みそのように水分が少ないみそは、
しっかりと重しをして下の方にた
まっている水分を上まで上げてやる
必要があります。家庭で作る米みそ
は比較的水分量が多いので、少量の
場合は重しをしなくても問題ありま
せん。

③ 〇 ＜Ｐ34～41＞

枝豆の味はいつ収穫するかで大きく
変化します。
枝豆の味を左右する糖とアミノ酸は、
開花後、30日前後がピークになり、
その後減少します。また、朝に多く、
夕方には少なくなります。

④ × ＜Ｐ115～121＞

正解は「耳を温める」。ぬらしてかる
く絞ったタオルを電子レンジで1分ほ
ど加熱し、ホットタオルを作って両耳
を温めます。温かいお湯を入れたペッ
トボトルでも◎内耳の血流をよくする
と応急手当にもなります。

⑤ × ＜Ｐ124～125＞

正解は、2時間です。血糖値を上が
りにくくするために、野菜や魚を先
に食べてごはんなどの炭水化物は後
にするとよいと紹介されています。
バランスのとれた食事を意識し、生
活習慣病を防ぐことがたいせつです。

⑥ ○ ＜Ｐ126～128＞

「これは自分にとって大事なものな
ので、この値段より安く売りたくな
い」という価格を最初から提示でき
るのがメリットです。デメリットは、
出品や発送に手間がかかり、個人間
のトラブルが発生する可能性がある
ので注意しましょう。

⑦ 〇 ＜Ｐ142～145＞

ファーマーズマーケットで売れ残って
しまう生産者たちに、「売れて初めて
いい野菜になる」と口酸っぱく説明し
ていたそうです。生産者が売る努力を
続けてこそ、買い手に信頼されて常連
が生まれていくから。と語っています。

⑧ 〇 ＜Ｐ146～149＞

きっかけは2017年にJAながのと長
野県が連携し、子ども支援団体への
活動支援をスタートさせたこと。こ
れを受け、女性部で「フードドライ
ブ」が始まりました。

⑨ × ＜Ｐ195～201＞

根頭部が凍害を受けないように、強
い霜が降りる前の12月上旬ごろに、
株元に5センチほどの土を盛ります。
翌年3月にとう立ちするまで、畑に植
えたまま、随時収穫できます。


