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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）



もう刺されない！

蚊のトリセツ

◎これからの季節の畑作業や生活の中できちんと対策を行いましょう。
◎支店の窓口において、会話のきっかけにご利用ください。

活用のヒント

気になる 暮らしの裏ワザ大検証！

蚊取り線香は1時間に約10㎝燃えるように作ら
れています。ホチキス針の置く位置によって
思い通りの時間に消火できます。

ホチキス針で
蚊取り線香の
消火時間を自由に
設定できる！

【用意するもの】
●蚊取り線香●線香立て●ホチキス針●メジャー

蚊の寄り付き実験を元に
対策を紹介します。

＜Ｐ68＞

＜Ｐ30～43＞
特集１

こちらもおすすめ



学校菜園が育むコミュニティー

エディブル・スクールヤード

＜Ｐ52～59＞

◎職員の学習会や読書会で活用してみましょう。理解が深まるのはもちろ
ん、子どもたちへの食農教育に繋がります。また、あぐりスクールなどで
実践できることを話し合うのもおすすめです。

活用のヒント

アメリカや日本での実践や
効果を詳しく紹介します。

特集２

エディブル・スクールヤードとは？

1990年代のアメリカで教育革命のひと
つとして始まった、「食」を学びの中
心にして教科連携でおこなう体験型教
育活動のことです。子どもたちに変化
をもたらし、地域コミュニティーの再
構築にもつながっています。



おうちで激うま！ ＜Ｐ61～67＞

ホットプレート焼肉

◎簡単に作れるお勧めのたれ4種を紹
介します。ご家族で焼肉のたれの食
べ比べをしてみましょう。お好みに
合わせてアレンジレシピを発見でき
るかもしれません！

活用のヒント

【肉の準備のポイント】
肉を焼くときは常温で焼くのが
理想的。気温の高い夏場はすぐに
常温に戻るので調理の10分前に冷
蔵庫から出しましょう。
【衛生面の注意点】
肉や野菜を同じ箸で焼くのは
ＮＧ！ 焼く箸と食べる箸も分け
ましょう。

特集３ おうちの焼肉を
レベルアップさせる工夫を紹介！



簡単！ 手作り

ストックマスク ＜Ｐ46～49＞

◎ご家族で作ってみましょう。
◎お好きな柄の布でオリジナルのマスクにもできます。
◎手芸グループなどの今後の企画で是非ご活用ください。
◎マスクの型紙を本会ウェブサイト「家の光ネット」のトップページの「トピック
ス」を紹介します。

活用のヒント

ポイント①
作り方を
ＡＲ動画でチェック！

手芸

【制作時間の目安】
約40分

ポイント②
しっかりとアイロンで
当てるときれいに仕上
がります！

ポイント③
マスクゴムが入手で
きない場合の代替ア
イデアも！

新型コロナウイルスの影響で市販のマスクの入手困難が続いています。
手作りのマスクを数枚作ってストック（備蓄）しておけば、これからも安心です。



◎外出自粛により、なかなか人と会うことができず、電話やメールを使用
することが多くなりました。相手の表情がわからないからこそ、気を付け
るマナーをこの機会にもう一度チェックしましょう。

すてきな大人のマナーBOOK

活用のヒント

だれでも簡単にできるSNS。
トラブルに巻き込まれない
よう相手への気遣いを持っ
て、安全に使いましょう。

“気遣いのある話し方”を
家族で練習してみるのもい
いですね。感じた印象など
も話し合ってみましょう。

相手に失礼がないようにするのはもちろん、自分自身をより素敵に見せ
るためのコツを、手に取りやすいように一冊にまとめました。冠婚葬祭の
マナー、食事のマナー、人付き合いのマナーの3つのパートに分けて紹介し
ます。

別冊
付録



＜Ｐ26～27＞

◎おうちでお子さんと一緒に作ってみましょう。
◎フレーバーウォーターを畑作業の水分補給にすれば気分もリフレッシュ！
◎アレンジレシピを考えて、お友達とレシピ交換してみては？

活用のヒント

＜Ｐ69＞暑さを乗り切る 甘酒アレンジ 体喜ぶ フレーバーウオーター

料理

食材を水につけておくだけ作れます！
自分のライフスタイルに合わせていろ
いろな水を作って飲んでみましょう。

栄養満点な甘酒のスイーツ&ドリンク
レシピを紹介します。

疲れがちな夏にとりたい飲み物、スイーツを紹介します。
熱中症対策にもなり、健康や美容にもうれしい効果があります。

フルーツの見た目も
オシャレで涼しい！

使用するグラスにこ
だわってみるのも楽

しいですよ！



＜Ｐ51＞

＜Ｐ84～89＞

疲れないコツ図鑑健康

農ライフ
のすすめ

外出自粛で自宅で食事をする時間が増えた方も
多いと思います。毎日の台所仕事を見直してみ
ましょう。

◎調理台に顔を近づけすぎない。
◎包丁は中指・薬指・小指で持ち、
親指と人差し指は添える。

◎調理台には半身の姿勢で。

壁掛けで魅せる

ハンギングバスケットを作ろう

夏にぴったりの清潔感のあるバスケット。
初心者にもわかりやすく、用意するものか
ら、管理のポイントまで紹介します。

◎華やかで見る人の目を引き付ける！
◎四季折々の花の組み合わせを考えるのも
楽しい！

◎長く鑑賞するための管理を紹介！

第３回 台所作業



＜Ｐ115～121＞

◎支店の窓口に置いてＪＡ利用者との会話の糸口や購読のきっかけに。
◎職員の勉強会などのブレイクタイムにもおすすめです。
◎ご家族で読んで会話に取り入れてみましょう。

活用のヒント

＜Ｐ108～113＞

日本全国
「地名Ｃ-１」グランプリ

親と子の童話

ゴーヤ ゴーゴー！

お子さんやお孫さんと一緒に読んでみ
ましょう。ゴーヤ嫌いの人もこれを読
めば食べられるかも…！？

日本全国の不思議な地名を紹介します。
思わず誰かに話したくなること間違い
なしです。

『家の光』では生活に役立つ情報から、読み物まで幅広く掲載しています。
支店の窓口に置いて、地域の方との会話のきっかけにもなります。ご家族
みんなで読むのも楽しいですよ。



コロナに負けない！

『家の光』2016年7月号のミニモップの作り
方の動画をYouTubeに公開しました。
ご家族と一緒に作ってみましょう。
また、今後も様々な記事活用の動画を公開予
定です。

やさしいハンドメイド
「毛糸と割りばしで作るミニモップ」

＜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。

新型コロナウイルスの感染が拡大するなか、暮らしに役立つ情報を提供するため、これまで
本会では、マスクや牛乳ドリンクの作り方等の動画を、「家の光ネット」で公開してきまし
た。これらのコンテンツをさらに充実させ、記事活用を促進するために、特設ウェブサイト
「家活でコロナに負けるな！」をオープンしました。自宅での時間をより充実させてコロナ
に負けないために、本サイトや『家の光』等をご活用ください。

牛乳消費拡大に向けた
超簡単ドリンクレシピ動画の配信について

新型コロナウイルスの感染拡大による学校給食の休止
などで牛乳の消費が激減しています。
牛乳の消費拡大のために『ちゃぐりん』で過去に掲載

した記事のなかから、牛乳を使ったおいしいレシピを9
品YouTubeで公開しました。
身近な材料を用いて短時間でとても簡単に作れるレシ

ピばかりです。ぜひさまざまな場面でご活用ください。

モ～っと牛乳を飲も
うね

本会ウェブサイト「家の光ネット」
（http://www.ienohikari.net/）



←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。７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P25をご覧ください。

「家の光料理カード」P208

「簡単！ 手作り
ストックマスク」P46

「エーコープマーク品で作
る おかずおつまみ」Ｐ204

「おうちで激うま！
ホットプレート焼肉」 P66

モ～っと牛乳を飲もう！
『ちゃぐりん』に掲載され大講
評だった牛乳を使ったレシピ9品
を紹介したYouTubeを観ること

ができます。



①

「わたしが好きな日本の味」で、
今月の表紙の吉川晃司さんが紹
介しているのは、「三色納豆」
ある。◯か×か？

②

「蚊のトリセツ」で、蚊に刺さ
れたところに爪で「バッテン」
を描くとかゆみが治まると紹介
している。◯か×か？

③

「エディブル・スクールヤー
ド」教育改革の一員であった
シェフのアリスさんが一番大切
にしていることは「五感教育」
だと語っている。◯か×か？

④

「ハンギングバスケットを作ろ
う」の管理のポイント紹介され
ている切り戻しでは、植物の茎
の先端を切る。と紹介されてい
る。○か×か？

⑤

短期連載「認知症を予防するヒ
ント」で、認知症予防に効果的
な運動は、週に１回集中的に運
動するよりも毎日こまめに運動
するほうが効果的である。○か
×か？

⑥

「JAリーダーインタビューきた
道ゆく道」で、坂東紀好さんが、
農業にはパッションが必要だと
語っている。◯か×か？

⑦

「とっておき！ 家庭農園の裏
ワザ」で、長期どりをするため
に重要なのは追肥と、土寄せで
ある。◯か×か？

⑧

「暮らしを彩るフラワーレッス
ン」で紹介されている「チョウ
マメのグリーンカーテン」は別
名「バタフライ・ピー」と呼ば
れています。その名の由来は、
花の形がチョウに似ているから
である。◯か×か？

⑨

「別冊付録 すてきな大人のマ
ナーBOOK」で「手皿で食べる
のはマナー違反ではない」と紹
介されている。◯か×か？



① × ＜p.3＞

正解は「五色納豆」です。納豆、オク
ラ、ナガイモのとろろ、たくあん、イ
カ、マグロを和えたもので、酒のつま
みによく作るそうです。

② × ＜p.30～43＞

痛みで一時的に治まることがありま
すが同時にかゆみ成分の分泌を促す
ことになります。皮膚が傷ついて化
膿するおそれもあります。かゆみを
抑えるには冷やすことで知覚神経の
働きが鈍くなり、かゆみが減少しま
す。

③ ○ ＜p.52～59＞

ガーデンとキッチンの授業を続ける
と、食材本来の味わいや、香りに対
する感受性を取り戻すことができま
す。これらが教科学習に結びつき、
学びはおいしい体験とともに記憶に
残ることから大切だと語っています。

④ ○ ＜p.84～89＞

植物の先端を切り取ると枝数が増え、
こんもりと膨らむように生長して花つ
きがよくなります。開花期間が長い植
物は、暑さがピークになる前に切り戻
し、株全体を小さくすると夏越しがで
き、秋にふたたび満開の花を楽しむこ
とができます。

⑤ ○ ＜p.126～127＞

毎日こまめに運動するほうが認知症
の予防に効果的です。ウォーキング
をしたり、階段を上り下りしたりと、
普段から体を動かすことを意識する
ことがたいせつです。

⑥ × ＜p.142～145＞

正解は「カルチャー」。坂東さんの
ご自身の経験から農業とは人間が
「生きる」ことの根幹であり、企業
の理念だけでなく、「カルチャー」
が必要である。と語っています。

⑦ 〇 ＜p.202＞

ブロッコリーは、土に埋まった茎から
「不定根（ふていこん）」と呼ばれる
勢いの強い根が伸びます。根元にしっ
かりと土寄せすることで、不定根は旺
盛に根を張り、収穫時点での既存の根
を補強することができます。

⑧ 〇 ＜p.209＞
正解はチョウです。夏の暑さに負け
ず、次々と花を咲かせるつる性植物
です。ネットに絡ませてグリーン
カーテンで楽しむのにお勧めです。

⑨ × ＜p.49＞
手皿で食べるのは、マナー違反です。
手が汚れると見た目も悪いので、小
皿や懐紙を使いましょう。


