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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）



思いを伝え、夢を実現

農のクラウドファンディング
＜Ｐ14～27＞

特集１

インターネットサイトを通じて、「やりたいこと」を呼びかけ、共感した人から
広く資金を集めるクラウドファンディング。農業や地域おこしで活用した例を紹
介します。

◎職員の学習会でご活用ください。
◎地域のお店の方や組合員との会
話のきっかけにどうぞ。

◎クラウドファンディングで応援
したい取り組みを話し合ってみ
ましょう。

活用のヒント

クラウドファンディングをマンガで解説
新型コロナウイルスの影響でクラウドファ
ンディングの呼びかけも多くなっています。
最近よく耳にするクラウドファンディング。
仕組みを知ることで、実践できるものを見
つけられるかもしれません。



＜Ｐ28～35＞特集２

新型コロナウイルスの影響で牛乳の消費が大幅に落ち込んでいます。
そこで牛乳をたっぷりと使ったアイスクリームを紹介します。

牛乳たっぷり！

リッチアイス

◎休日のデザートづくりなどでご
活用ください。まずは、基本の
リッチアイスを覚えて、いろい
ろアレンジをしてみましょう。

活用のヒント

編集担当者より
実際に食べて私が好きだったのは、「ほう
じ茶と甘納豆のリッチアイス」です。どの
レシピもかんたんでおいしいので、是非お
試しください！



知らないなんてもったいない！

冷蔵庫の知恵袋

＜Ｐ54～63＞

特集３

食材や電気代のむだを省ける驚きのテクニックや、意外な冷蔵庫の活用法を料理
研究家で、ラク家事アドバイザーの島本美由紀さんに紹介してもらいます。

◎女性部の集まりや学習会で活用
しましょう。自宅で実践してい
る保存方法を共有してみては。

◎クイズは会議の合間やブレイク
タイムにご活用ください。

◎ご自宅の冷蔵庫の中を見直して
みましょう。

活用のヒント

保存袋を立てて収納する
ことで、使い忘れや、同
じ物を買ってしまうこと
を防ぐことができます。

冷蔵庫の掃除は半年に一
回ほど……記事を参考に
実践をしてみたら冷蔵庫
には汚れがたくさん！
今回をきっかけに掃除を
行います！（本会の職員
20代）



脳も体もスッキリ‼ ＜Ｐ68～72＞

健康 昼寝術
健康

昼寝をすることで脳の疲労やストレスが軽減されるなど、体にうれしいことがた
くさん！ 昼寝後に元気よく活動するための秘訣を紹介します。

労宮（ろうきゅう）
腕までズーンと響くくらいの強さ
で押しましょう。

◎免疫力を高めて感染症予防に！
◎会議の休憩中にツボを押して
スッキリするのもおすすめです。

◎ご自身の昼寝で取り組んでいる
ことやおすすめの昼寝グッズを
話し合ってみるのも楽しいです
よ！

活用のヒント

日常に昼寝を取り入れよう！
・寝る前にカフェインを摂取しましょう。
30分の仮眠の場合、ちょうど起きた後に
覚醒効果が出始めます。

・ガムを噛んで、脳の覚醒物質「セロトニ
ン」を出しましょう！

・仮眠を取り、活動が活発になることで夜
熟睡でき、認知症予防につながります。



手拭い＆タオルで作る

クール日よけ ＜Ｐ64～67＞
手芸

制作時間の目安：両タイプとも約90分

どんな帽子にも合い、顔周りや首筋を隠して冷やせる「クール日よけ」をご紹介
します。家にある手拭いやタオルで簡単に作られます。

●レディースタイプ
サイズ：縦33.5×横32㎝

●メンズタイプ
サイズ：縦31×横33㎝

「防災手拭い」 （2019年9月
号）でクール日よけを作ってみま
した！ 防災手拭いは1枚400円
（税込み、送料別）で販売してい
ます！ お申込みは記事活用促進
部まで。

活用のヒント

記事活用グループや、手芸グループなどでご活用く
ださい。熱中症対策として、使用する材料は、通気
性のよい素材を選ぶと快適です。



＜Ｐ73～77＞
短期
連載

地域の仲間と笑顔を増やす

小さな拠点

JAによる小さな拠点づくり

愛媛県のJAおちいまばり下朝倉支
店では支店のある朝倉地区の高齢化
が進み、スーパーがないという状況
を踏まえ、金融店舗と同じフロアに
農産物や日用品を扱う生活店舗とカ
フェスペース、食堂を新設。
金融店舗の用事後に食堂で食事を

したりカフェスペースで喫茶を楽し
んだりする人もいるなど、地域で喜
ばれる場所に！
さらに近くの児童館と連携してそ

うめん流しや農作物の収穫体験を行

うなど地域の活性化を進めています。

◎ゆるやかな地域活性化の一つの形として注目を集めています。
◎職員の学習会や読書会で活用してみましょう。事例から、地域における仲間
づくりのヒントなどを探してみましょう。

◎ＪＡではどのような小さな拠点をつくれるかなど話し合ってみましょう。

活用のヒント&編集担当者より



旬の味をギュッと

どっさり夏野菜でぜいたく瓶詰
旬の野菜を使い、レシピはシンプルにこだわりました。素材の手触り、香
りは、食卓に彩り、暮らしにゆとりをもたらしてくれます。

農ライフ

◎あと一品というときに重宝する、
おかず&デザート瓶詰です。

◎作り置きをしておけば、いざと
いうときの非常食としても。

◎見た目も鮮やかなので、ホーム
パーティーでも楽しく食べられ
ます。

活用のヒント

瓶詰を長期保存するためのポイント
かびが生えたり、雑菌で味が変質したりす
るのを防ぐために、保存容器の消毒や素材
の殺菌を徹底することがだいじです！

編集担当者より
瓶は一度開けたら、1週間を目安に食べきり
ましょう。小さな瓶でたくさん作ることで
食品ロスに繋がります。

＜Ｐ40～50＞



＜Ｐ94＞

＜Ｐ115～121＞

疲れないコツ図鑑健康

車の運転は集中力も必要。自分の気づかないう
ちに疲れ姿勢になってしまっています。運転の
姿勢を見直して快適に運転しましょう。

◎深く座り背筋を伸ばす
◎わきはかるく締め、ひじを少し曲げる

◎ひざはかるく曲がる程度に

免疫力アップの新常識！ 唾液ケアのすすめ

病気やウイルスに負けない体づくりに役立
つ情報を紹介します。免疫力をアップして
健康に過ごしましょう！

◎「今すぐできる！ 唾液ケア」はいつで
もどこでもできる簡単マッサージや顔ト
レを紹介しています。

◎唾液の量と質を高める6つの生活習慣とあ
わせてコツコツ継続することがたいせつ

です。

第４回 車の運転



家活マスクアイデアコンテスト

家の光協会が開設しているＳＮＳアカウント（Facebook、Twitter、Instagram）において、
“家活マスクアイデアコンテスト”を開催します。使い勝手をよくしたり、涼しくしたり、お
しゃれにしたりした自慢のマスクやマスクの付属アイテム（マスクカバー、マスクケースな
ど）の画像や動画を投稿し、みんなで共有しましょう。優秀作品の投稿者には賞品を贈呈し
ます。日本全国どなたでも参加可能です。

ＳＮＳ限定企画

『家の光』編集部

Facebook 

（@pikkari.ienohikari） 

家の光 Twitter 

（@ienohikari） 

『家の光』編集部 

Instagram 

（@ienohikari_magazine） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜投稿イメージ＞ 

    サンプルさん＠sample_san 

    『家の光』の YouTube見ながら 

自分でマスクつくってみたよ！ 

    涼し気な布を使ったから夏でも 

蒸れないし、柄も可愛いのを選 

んだんだ。 

    #家活マスクコンテスト 

 

 

応募期間：2020年8月31日（月）締め切り

・家の光のＳＮＳアカウントをフォロー！
・応募の際はハッシュタグ“#家活マスクコンテスト”をつけて投稿！
投稿の際に「自慢ポイント、工夫した点や簡単な手順など」を記入してください。

応募ルール

【応募要項】
詳しい応募要項は以下URLになります。かならずご覧ください。
○マスクコンテスト要領URL
https://bit.ly/30O606d

こちらも参考にご覧ください。
○2013年2月号マスク動画URL
https://youtu.be/AFDAv6nus7E

○2020年7月号マスク動画URL
https://youtu.be/Vxpc2vGOEAg



←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。８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P12をご覧ください。

「家の光料理カード」P206

「牛乳たっぷり！ リッチアイス」
P28

「エーコープマーク品で作
る おかずおつまみ」Ｐ204

「手拭い&タオルで作るクール
日よけ」 P64



①

「わたしが好きな日本の味」で
今月の表紙の山崎育三郎さんが
紹介している「酵素玄米」は、
玄米にアズキと塩を加えて保温
したものである。◯か×か？

②

「農ライフのすすめ どっさり夏
野菜でぜいたく瓶詰」の瓶詰め
を極めるポイントではなるべく
大きな瓶に作ることをお勧めし
ている。○か×か？

③

「気になる 暮らしの裏ワザ大検
証！」で検証しているイチジク
の皮をきれいにむく方法は、冷
凍後に水を張ったボウル内でむ
くという方法である。◯か×
か？

④

＜特集＞「冷蔵庫の知恵袋」で
シイタケは生よりも冷凍したほ
うがおいしいと紹介している。
○か×か？

⑤

「親と子の童話 おばあさんのお
里帰り」で山の小道でおばあさ
んに話しかける植物はヒガンバ
ナである。◯か×か？

⑥

「免疫力アップの新常識！ 唾液
ケアのすすめ」で、唾液の99
パーセントは水分だが、残りの
1パーセントに10種類以上の成
分が含まれている。◯か×か？

⑦

「日本一やさしいお金相談所」
で宝くじの売上金のうち当せん
者に支払われる額は全体の半分
以下である。◯か×か？

⑧

「みんなでできた！ JA女性組
織」では廃棄危機のダイコンを
フリーズドライさせることで長
期保存できるようにした。◯か
×か？

⑨

「丸わかり野菜作り 畑の時間」
で夏の水やりは12時から14時
ごろに水やりを行うのが最も効
果的である。◯か×か？



① ○ ＜p.3＞

「酵素玄米」は玄米にアズキと塩を加
えて炊き3日ほど保温したもの。「寝
かせ玄米」とも呼ばれており、保温す
ることで酵素が活性化して栄養が豊富
になります。

② × ＜p.40～50＞

瓶詰めの開封後は冷蔵保存して1週
間程度(トマトペーストは2日)で食
べきるのが基本のため、なるべく小
さな瓶に小分けにすることをお勧め
しています。

③ ○ ＜p.51＞

イチジクの皮は凍らせることで簡単
にむくことができます。冷凍したイ
チジクはシャーベットのようで、暑
い夏のデザートにぴったりです。

④ ○ ＜p.54～63＞

冷凍室から出して1～2分もすれば包
丁が入るので、薄切りにするのも楽ち
んです。そのまま煮物に使えばダシい
らずでとても便利です。

⑤ × ＜p.108～113＞

おばあさんに話しかけてくる植物は
ホオズキです。ホオズキは「鬼灯」
とも書き、お盆にご先祖様が帰って
くるときの目印となる提灯代わりに
かざられます。

⑥ ○ ＜p.115～121＞

正解は100種類以上。その中でも
「IgA」という成分が口から入ったウ
イルスや細菌にくっついて取り囲み、
体への侵入を防ぐ働きをしてくれま
す。

⑦ 〇 ＜p.122～125＞

当せん金として当せん者に支払われる
のは全体の半分以下で、他は収益金や
売りさばき手数料などに充てられる仕
組みとなっています。

⑧ × ＜p.146～149＞
JA鳥取中央女性会北条支部学校給食
会では「切り干しダイコン」にして
長期保存できるようにしました。
ボランティアの協力もあり、約300
キロものダイコンを加工しました。

⑨ × ＜p.195～201＞
気温が高い日中に水をやるのは根に
お湯をかけたようになるので避ける
べき。6～8時の間に水やりを行うの
が最適です。朝に時間がない場合は
夕方に行うといいでしょう。


