
１０分でわかる！ 『家の光』活用術 
【２０１８年 ６月号】 

普及文化本部  
記事活用促進部 



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＞ 

もっと、モォ～っと牛乳！ 
＜Ｐ20～37＞ 

 
 

“もっと、モォ～っと知りたい牛乳のこ
と”と題して、知ってトクする牛乳の情
報を、「データ＆栄養編」と「豆知識
編」に分けて解説しています！ 
 
 
 
 

 
 

生産者に教わる「牛乳」や「カッテー
ジチーズ」「ヨーグルト」を活用した
料理のほか、2015 
年6月号でも好評だ 
った「乳和食」を合 
わせ、17種類のレシ 
ピを掲載してい 
ます！ 

牛乳を使った「親子料理教室」などで、子育て世代のママを対象に座学・
料理講習を行ったり、助けあい組織やデイサービスなどの活動に「乳和
食」を取り入れるのがおすすめです！ 

学ぶ 作る 



＜やさしいハンドメイド＞ 

小さいスプーンやピックが入る 
＜Ｐ77～79＞ 

ポケット折り紙 

＊おすすめポイント＊ 
両面に色のついた折り紙を使うと、 
よりカラフルで、かわいい仕上がり
になります。 

○折り紙１枚でできるので、年金支給日な  
 どの来店者プレゼントや、子ども向けイ 
 ベントのお土産に最適！ 
○直売所の試食コーナーや、農家レストラ 
 ンなどで“つま楊枝入れ”に活用するのも 
 おすすめです。 

制作時間5分でできるので、 
会合などでの記事活用に最適！ 



故郷への凱旋 家族と地域と小平奈緒選手 
＜Ｐ10～15＞ 

ＪＡ女性組織の会合のほか、記事活用グループでの“持ち寄り読書”におすすめ。
感想を発表しあったり、順番に音読しましょう。お互いの“いいところ”を話し
て、金メダルを贈りあいましょう。また、ご両親のインタビューを通じて、フ
レッシュミズ組織の活動などで、“子育て”について話しあうのもおすすめです。 

平昌オリンピックで金・銀2つのメダルを獲得した、スピードスケートの小
平選手。兼業農家で育った彼女の、家族・地域への思いやＪＡとのつながり
を、凱旋パレードの模様や、両親へのインタビューを交えて紹介しています。 

＜小平奈緒選手＞ 
1986年生まれ。長野県茅野市出身。 
今年2月に開催された平昌オリンピック
では、スピードスケートの女子1000m
で銀メダル、500ｍでは日本女子スピー
ドスケート史上初となる金メダルに輝き
ました。 



＜5分でいきいき楽しいゲーム＞ 

指ジャンプ ＜Ｐ90＞ 

＜1日1分でOK! 朝イチ顔ヨガ＞ 

唇の縦じわが増えてきた! 
＜Ｐ76＞ 

家の光協会では、各都道府県にあるレクリエーション協会の協力のもと、指導者（講師）
をあっせんする「ＪＡ家の光健康教室」を実施しています。会合やイベントでのレクリ
エーションや、ホームヘルパー資格者のステップアップなど、日ごろの活動にもご活用い
ただけます。ぜひ、開催をご検討ください。 

＊活動におすすめの連載企画＊ 

それぞれ、短時間で簡単にできるので、『家の光』記事活用の第一歩として、
おすすめの企画です。会合の最初にみんなで一緒に取り組み、アイスブレーキ
ングに活用したり、助けあい組織などでのレクリエーションにも活用できます。 

毎月、仲間とわいわい
楽しみながら、心も体
もほぐれるゲームを、
イラストを交えて紹介
しています。 

気になる顔のお悩みを
解消する表情筋エクサ
サイズ“顔ヨガ”を紹介。
毎号、インパクトのあ
る写真が目印です。 



＜教えて暮らしのマエストロ＞ ＜Ｐ58～61＞ 

気象予報士 森田さんに聞く 熱中症の防ぎ方 

「食と農のウェブマガジン“pikkari”」では、 
毎月「教えて暮らしのマエストロ」の 
関連動画を配信中。 
今月は、森田さんによる「天気図の見方」の 
解説などを紹介しています。 
誌面と合わせてご活用ください。 

併せて、『家の光』2012年7
月号のやさしいハンドメイド
「手拭いで作る クールネック
スカーフ」を活用するのもおす
すめです。 

今回の“マエストロ”は 

お天気キャスターの森田正光さん 

必見！ 熱中症を防ぐ７か条 
夏場、直射日光を浴びる屋外や、風通しの悪い
ビニールハウスでの農作業に「熱中症対策」は
必須です。「天気予報の活用術」など、手軽に
できる対策を掲載していますので、誌面を元に
みんなで話し合ってみましょう。 



＜農ライフのすすめ＞ ＜Ｐ62～67＞ 

作型別で 地力もアップ！ ラクラク雑草対策 

ＪＡ女性組織の菜園グループで活用することで、めんどうな草取りの手間を減
らすことができます。また、ＪＡの営農塾などでもテキストとしてもおすすめ
です。 

雑草を生やさないワザ、あります。 
毎年、編集部に寄せられる「草取りが苦痛」「雑草が、取っても取ってもすぐに
生えてきて困る」の声。今回は、生えてくる雑草を抑えることで、雑草取りの負
担を減らす技を、①夏の果菜類向き、②秋まき野菜向き、③春まきのカブや軟弱
野菜向きの３つの作型ごとに紹介します。 

“透明マルチ” で太陽熱消毒 
病原菌を防止！ 

“有機物マルチ”で 
ふかふかの土に！ 

“黒マルチ”で地温を上昇 
“リビングマルチ”で 

微生物を活性化＆肥料を節約！ 

さらに、今回の雑草対策は…… 

など、土づくりにも役立ちます！ 



読者アンケートにご協力ください 
＜Ｐ159～160＞ 

『家の光』では毎号、読者の声を誌面に反映するため、プレゼントつき読者アン
ケートを実施しています。６月号では家庭用生ゴミ減量乾燥機などをご用意して
います。アンケート結果から新たな企画が生まれることも。あなたの声で『家の
光』を作ってみませんか？ 

＊６月号のプレゼント＊ 

①家庭用生ごみ減量乾燥機 
 「パリパリキューブライト」   2人 

②「ママの通園レインポンチョ」  1人 

③『家の光』特製クリアファイル 
 ＆手拭いセット         10人 

④農業用カッター 
 「トマトの葉カッキー」     6人 

⑤キッチン用自立式水切りごみ袋 

 「ダストマン どこでもスタンド」  5人 

⑥図書カード2000円分       25人 

※応募の〆切：201８年６月15日（必着） 

♪活用のポイント♪ 

 ６月号のアンケートでは、「家計
管理に関して、知りたいことやわか
らないこと」や、「家計簿記帳を続
けるために、工夫していること」を
おうかがいしています。 

 女性組織の会合や、記事活用グ
ループなどの活動のさいに、みんな
で話し合いながら記入し、家計簿記
帳講習などの「ハッピー マイライ
フセミナー」開催につなげましょう。 



『家の光』７月号企画のご案内 

『家の光』7月号では、ＪＡ全国女性組織協議会と連携した「ＪＡ女性組織学習実践運
動」関連企画として、「ＪＡ自己改革の後押し」と「防災力ＵＰ」をテーマにした記事
を掲載します。ぜひ、ご活用ください。 

寸劇で広げよう！ 

ＪＡ自己改革 

＜やさしいハンドメイド＞ 

アウトドアコードで作る 

防災ブレスレット 
「家の光ネット」（http://www.ienohikari.net） 

から、台本をダウンロードできます！ 

災害時に解けば、救助用ロープや 
洗濯ひもなどに使えます！ 

＊ＪＡ家の光大会での活用におすすめ＊ ＊記事活用グループでの活用におすすめ＊ 



①  
「故郷への凱旋」で、平昌オリンピッ
クで金・銀メダルを獲得した小平奈
緒選手は、「だれかと比べるのでな
く、自分が着実に成長することをた
いせつにしてほしい」と語っている。
◯か×か？ 
 

② 
「もっと、モォ～っと牛乳！」
で、「カッテージチーズは、低
タンパク、高脂肪ですし、ヨー
グルトは健康食品の王様といわ
れるほどです」と紹介されてい
る。◯か×か？ 

③ 
「もっと、モォ～っと牛乳！」で
は、平安時代末期に酪農が廃れ、
再開は500年後の江戸時代と記さ
れていますが、その廃れた原因は、
競馬馬の育成のためと紹介されて
いる。◯か×か？ 

④  
「家の光読者体験手記・おむすびと
わたし」で、最優秀作の入倉さんは、
電車のなかで、新聞紙の包みの中
から発酵した漬け物のにおいが恥
ずかしかったと寄せている。 
○か×か？ 

⑤  
「お助け!家計防衛隊」では、
消費税の税率引き上げや社会保
険料の引き上げ等は、政府が
「低所得者の負担増」の方針を
打ち出しているため、と紹介さ
れている。○か×か？ 

⑥ 
「石原新菜先生の未病クリニッ
ク」で紹介されている、貧血の
原因は、血液中の赤血球中のヘ
モグロビンが減少した状態のこ
とを言う。◯か×か？ 

⑦ 
「利用しやすくなるか？ 生産
緑地制度」では「2020年問題」
として、30年間営農が継続され
た生産緑地は、国が買い取るこ
とができる、と紹介されている。 
◯か×か？ 

⑧ 
「親と子の童話 お父さんのおにぎ
り」で翔太は、学校から帰ると、玄関
にお母さんにそっくりなネコのネネを
みてひっくり返りそうになります。 
◯か×か？ 

⑨ 
「クイズで学ぼう！ ＪＡ基本のき」
では、ＪＡでは、組合員自らがお金
を「貯める」から「貯金」と言うことが
紹介されている。◯か×か？ 



① ○ 
 

小平さんは、「成長していけば、その
先に、支えてくれた人たちの笑顔が見
られるような結果を得られるはず」と
語っています。 

② × 
 

高タンパク、低脂肪で、体によく手
料理をおいしくする食材です。P29
では、牛乳（成分無調整のもの）を
使った、カッテージチーズ（牛乳豆
腐）の作り方が紹介されています。 

③ × 
 

酪農が廃れたのは、平安時代末期に
なると武士が台頭し、軍馬の育成に
力が注がれるようになったため、牛
乳を飲む文化がいったん廃れました。 

④ ○ 
 

入倉さんは、父の古い友人が、もたせ
てくれた漬け物のにおいがするおにぎ
りの入った包みを持て余していました
が、食べ始めると止まらず、最後の一
口まで崩れない大きなおむすびを、歯
切れのよい漬け物もろとも平らげます。 

⑤ × 
 

税制、社会保険料の変更は、政府の
「高所得者の負担増」の方針のため
と、紹介されています。しかし、消
費税の引き上げは家計の負担増大に
直結します。その対策のためにも家
計簿記帳が重要です。 

⑥ ○ 
 

鉄分は体内に吸収されにくい栄養素
なので、胃腸が弱っていると、貧血
になりやすくなります。鉄分はビタ
ミンＣといっしょに摂ると、体内に
吸収されやすくなるので、ホウレン
ソウやコマツナがお勧めです。 

⑦ × 
 

農地所有者の30年間営農が継続され
た生産緑地は「自治体が買い取りを申
し出ることができる」制度があります。
しかし、自治体が買い取れずに、宅地
として売却されることで、供給過多に
なり地価が暴落する恐れがあることを
「2020年問題」と言います。 

⑧ × 
 

 
お父さんにそっくりなネコのトトが
玄関にたっていて、翔太はびっく
り！ お父さんが帰ってくるまで、
翔太といっしょに留守番をしてくれ
ます。 

⑨ ○ 
 

銀行などにお金を預けることを「預金」。
つまり主人公は銀行になります。それにた
いしてＪＡでは、組合員自らがお金を「貯
める」から「貯金」という呼び方になります。
つまり、組合員が主人公ということです。
今月は、「信用・共済事業」テーマです。 


