
（一社）家の光協会 普及文化本部 記事活用促進部

１０分でわかる！『家の光』活用術
【２０２０年 １月号】

新年を祝う
縁起ちりめん がま口財布を

作ってみましょう！！



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）



発見！ 餅の新しい食べ方

お正月に欠かせない餅。雑煮や磯辺焼きといった定番の食べ方とは違う調理方法を
料理研究家のきじまりゅうたさんと試しました。いろいろなレシピを紹介します。

料理教室、記事活用グループの活動におすすめです。ご家庭に残っている餅を
持ち寄って、気になるレシピに挑戦してみてはいかがでしょう？

特集２

活用アイデア

＜Ｐ44～50＞

編集担当者より
イチオシのレシピは「餅とコマツナのオ
イスター炒め」と「肉巻き餅」です。お
かずになる逸品なので、お試しください。AR動画で作り方をチェック

（P.48～49)

餅とコマツナの
オイスター炒め

肉巻き餅



すごい！ みそ汁一年中

日本人にとってなじみの深いみそ汁。発酵食品のみそそのものに栄養があるうえ、具だ
くさんにすればたくさんの野菜が摂取でき、近年健康食として注目されています。

料理教室、記事活用グループの活動におすすめです。
ミニデイサービスでの食事づくり、子供たちとの食
育教育の現場などでもお役立てください。

別冊
付録

活用アイデア

編集担当者より
今回紹介したみそ汁は、だしを使わなくても、
具材の組み合わせや、手順をシンプルにするこ
とで、時短なのに素材のうまみがぐんと引きっ
たっているのがポイント。おすすめは「皮むき
キュウリと鶏肉のみそ汁」（P67）。大きく切っ
たキュウリがイモのようにホクホクとした食感
になります。これからの季節だとワンタンの皮
で作る「つぶしカボチャのほうとう風みそ汁」
（P72）がおすすめです。みなさんもぜひ、試し
てみてください。

健康状態別や目的に
あったレシピを紹介

P72 つぶしカボチャのほうとう風みそ汁P67 皮むきキュウリと鶏肉のみそ汁



農村で自分らしく稼ごう！

ナリワイ大百科特集１

活用アイデア

＜Ｐ19～33＞

学習会や読書会におすすめ。組合員から、地域貢献をしたい、農産加工食品の開発
に取り組んでみたいなどの相談があったさい、どんなアドバイスができるか、話し
合ってみましょう。

今回紹介する「ナリワイ」とは、身近な暮らしの中から生まれる小規模な仕
事のこと。一般的に「職種が少ない」と言われる農村部にこそ、ナリワイは
多種多様にあるのです。楽しく取り組めるナリワイを紹介します。

例えば、「豆腐などの農産加工品を作って、直売所で
販売したい」という相談があったら・・・

・どんなものをつくりたいか
・全国の事例を調べてみる
「ふれあいJA広場」（P190～194）のWEB版を
チェックするなど、お手伝いできることを
考えてみましょう。

↑そば打ち、農家レストランなど
「ナリワイ」になる例を多数紹介



地方巡業に行こう！！

ときめき♡大相撲特集３

活用アイデア

＜Ｐ59～65＞

持ち寄り読書会におすすめ。もし、自分たちが住む近隣地域に地方巡業がやってきたら、
どんなお手伝いができるか話し合ってみましょう。また、グループや女性組織の研修旅行先と
して、思いきり楽しみましょう。

力士との距離が近く、その素顔も垣間見える巡業はぜひとも体験したいイベン
ト。いちどハマると抜け出せない、大相撲巡業の世界を紹介します。

＜読書会おすすめポイント＞
「勧進元（かんじんもと）」と呼ばれる
主催者・大相撲松本場所実行委員会の委
員長をJA松本ハイランドの代表理事組合
長が務めました。JA松本ハイランドの取
り組みを紹介しています。

→野菜たっぷりのちゃんこ鍋、JAの名産
品をそろえた出店で地域の盛り上がりに
ひと役買っています。



縁起ちりめん がま口財布

＜Ｐ52～55＞

手芸教室や記事活用グループにご活用ください。
「ハッピー マイライフ」セミナーで家計簿＆ライフ
プラン学習会といっしょに制作いただくのもおすす
めです。

縁起のよい日本の伝統文様がふんだんにあしらわれた、
ちりめん調の布で作るがま口財布。
新年に向けて作ってみてはいかがでしょうか。

おすすめポイント

手芸

作り方はAR動画でも
確認できます（P.53)

活用アイデア

制作時間は約30分

☆手でしっかりと押さえる！☆
指でウレタンを潰すようにしっ
かりと押さえましょう。
口金の溝に本体をはめ込みやす
くなります。

☆ペンチでしっかりと挟む！☆
口金の内側の端を４か所をペン
チで潰すさいは、あまり迷わず
に「ここ」と一ヶ所決めてしっ
かりと挟んで内側へ倒しましょ
う。この作業が口金本体から外
れにくくなり、丈夫な仕上がり
になります。

JA家の光手芸教室 新年を祝う

針や糸を使わずに作れます。キットの材料には
あらかじめ切れ込みや、折り目がついているので
より簡単に作成することができます。カード類な
ども収納できます。

サイズ
縦9.5×横13×幅2㎝



２０２０年を占う！ 島田秀平の

新春 手相教室趣味

活用アイデア

＜Ｐ10～15＞

会合前の場を和ますつかみにご利用ください。「ハッピー マイライフ」セミナー開
催時のアイスブレイクや読書会などにもおすすめです。

人気の手相芸人・島田秀平さんに２０２０年のラッキー手相と、金運や健康運
などについて教えてもらいました。どんな線があるのか、探してみましょう。

金運線が財運線と
ともに、運命線に
交わり、三角形の
ようになった最強
の金運線。

覇王線 モテ線

運命線の下あたりに、
右斜め下に伸びる線。
天性のコミュニケー
ション能力に恵まれて
います。



わが子に贈る創作童話 第３４回

家の光童話賞 結果発表
読書会

活用アイデア

＜Ｐ104～112＞

子どもといっしょに行うイベントや託児グループでの読み聞かせ、
女性組織、記事活用グループ、JA職員の持ち寄り読書でご活用ください。
みなさんが思うダイコンの音を発表してはいかがでしょうか。

国内外から計869編の作品が寄せられた「家の光童話賞」。ダイコンの音をテー
マにした作品で「家の光童話賞」に輝いた平井美里さんの作品を紹介します。

こちらも読書会におすすめ

子どもの目「日光えきでん」（P114）

記事活用グループの持ち寄り読書や読み聞か
せで人気の「子どもの目」。ミニデイサービ
スで高齢者の方と一緒に声に出して読むのも
おすすめです。



ひと目でわかる！ 農業ＪＡ入門

ＪＡの准組合員ってどのような組合員なの？

ＪＡを組織する仲間＝組合員は現在１千万人を超えています。そしてその半数以上は、かならずしも農
業者ではありませんが、いっしょにＪＡを支えてくれる仲間＝准組合員なのです。准組合員の事業利用
規制についてのアンケート報告などから、今後の仲間づくりについて考えます。

女性組織やＪＡ職員の学習会や読書会におすすめです。料理教室や、野
菜づくりイベントなど准組合員といっしょにできる活動はどんなものが
あるか、地域の暮らしを守るためにどんな取り組みをすればよいかみな
さんで話し合ってみましょう。

学習会

活用アイデア

＜Ｐ139～141＞

全国のJA組合員の意見を通してまとめたアンケート

JAの自己改革に関する組合員調査では
JAの地域農業の振興や地域づくり活動
を応援したいと考える准組合員が96％
という結果が出ました。
食や農を基軸として仲間づくりをより
いっそう広げていくことが求められて
います。



農業
農ライフのすすめ 一年中、大活躍！

得 ハウス活用術

＜Ｐ76～81＞

持ち主が高齢になるなどして、使われなくなったハウス。そのままにしておくのはもったい
ない！ ハウスを使いこなして４５年の農家が少量多品目を栽培するアイデアを紹介。

活用アイデア 園芸教室や直売所の出荷仲間などでご活用ください。

使われなくなったト
ンネルの支柱やハウ
スのパイプで作った
「らくらくトンネ
ル」や「有孔ポリハ
ウス」などを紹介

地域 ぶらり あぐりスケッチ

日本全国の直売所や農業体験ができるスポットなどを訪問し、
おすすめのメニューなどをイラストを交えて紹介しています。

＜Ｐ174～177＞

JA秋田おばこ管内 草薙洋子さんのハウス使いのモットー

①使わなくなった資材を活用する
②直売所の出荷仲間と競合しないよう、収穫時期をずらす
③燃料はできるだけ使わない
④体に負担をかけない方法を考える

今月は、鳥取県八頭町にある「大江ノ郷自然牧場」（JA鳥取いなば管内）を紹介。

活用アイデア
農業まつりや愛読者の集い、地域のイベントなどで出
店するさいのメニューの参考にしてください。



学習会

活用アイデア

まんがルポ みんなでできた！ JA女性組織

山形県JA庄内みどり女性部
「組織改革で十年後も生き生きと活動しよう！ の巻」

＜Ｐ146～149＞

持ち寄り読書、女性組織の学習会などで活用ください。
自分たちの組織が１０年後も生き生きと活動できるには、
どうすればよいか考えてみましょう。

部員の減少に危機感を抱いた女性部役員がJA事務局と共に組織改革に取り組み、
試行錯誤しながら、組織の活性化をめざして活動しています。

今後の支部長のなり手がいないという不安の声が挙がったことを
きっかけに、組織再編しよう！ と検討委員会を結成。

組織再編のポイント
・地道な声かけを続ける
・活動内容を見直す
・広報誌で活動をPR

新体制がスタートし、旧支部の垣根を越えた活動で交流と活気が生まれ、
女性部員にとって１０年後の活動が楽しみとなりました。

＜JA庄内みどり女性部の組織改革＞



愛情ホルモンのすごいチカラ心の
健康

＜Ｐ115～119＞

女性組織やグループ活動の読書会などでご活用ください。
会議のつかみにも使えます。

「愛情ホルモン」と呼ばれているホルモン＝オキシトシン。脳の視床下部から分泌され
るホルモンで、出産や授乳のさいに分泌されることから「お母さんのホルモン」と知ら
れてきました。しかし、近年、男女・年齢問わず、このホルモンが分泌されると、心や
体によい影響を与えることが明らかになってきました。

活用アイデア

＜愛情ホルモンに期待される効果＞
①ストレスホルモンの分泌を抑える
②自律神経を整える
③胃腸の不調を改善する・・・など

＜愛情ホルモンを増やす方法＞
●スキンシップをする
●見つめ合う
●ボランティア活動をする
●気の合う仲間と楽しい時間を過ごす
●人を愛する、好きになる
●グループで目標を達成する

女性組織メンバーや目的別など
さまざまなグループの仲間で目標を達成して、
愛情ホルモンを増やし、健康増進につなげましょう。



←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』５月号から一部のページで、誌面にスマホをかざすと動画を見られるサービスを始めました。
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。1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P18をご覧ください。

＜新年を祝う
縁起ちりめん がま口財布 Ｐ53＞

＜ザ・地産地消 家の光料
理コンテスト結果発表！

Ｐ99＞

＜家の光料理カード Ｐ207＞

＜エーコープマーク品で作る
おかずおつまみ Ｐ204＞

ＡＲ

目次でも
AR動画を見られる
ページを
チェックできます

＜発見！餅の新しい食べ方 Ｐ48、49＞



①

特集「ナリワイ大百科」で、伊
藤洋志さんが紹介しているナリ
ワイでたいせつなのは稼ぐこと
である。○か×か？

②

「気になる家事の裏ワザ大検
証！」で、餅がきれいに焼ける
よう、餅に酢をたらすとよいと
紹介している。○か×か？

③

特集「発見！餅の新しい食べ
方」でレシピを紹介している
「サツマイモ入り焼き餅」は、
秋田の郷土料理をヒントにして
いる。◯か×か？

④

特集「ときめき♡大相撲」で、
４月にスタートする春巡業は三
重県の伊勢神宮からだと紹介し
ている。○か×か？

⑤

「愛情ホルモンのすごいチカ
ラ」で紹介している、愛情ホル
モン＝オキシトシンは、自分の
意思で分泌することができる。
○か×か？

⑥

「日本一やさしいお金相談所」
で、買い物上手のテクニックと
して、スーパーでの買い物はお
買い得な食品から購入するのが
よいと紹介されている。○か×
か？

⑦

「ＪＡリーダーインタビュー
きた道ゆく道」で、ＪＡ庄内た
がわ代表理事組合長の好きな言
葉は「実践躬行（じっせんきゅ
うこう）」である〇か×か？

⑧

「暮らしを彩るフラワーレッス
ン」で紹介している「プリム
ラ」の名前は、ラテン語で「最
後の」を意味する「プリムス」
に由来している。◯か×か？

⑨

付録「すごい！ みそ汁一年
中」で、栄養価をアップさせる
と紹介している4種類の食材は、
エゴマ油、卵、酒粕のほかに、
刻みニンジンである。○か×
か？



① × ＜Ｐ19～33＞

稼ぐことが優先になると、質を後回
しにして規模と売り上げを優先して
しまい、仕事も生活もつまらないも
のになりがちだと伊藤さんは言いま
す。それよりも、おもしろいチャレ
ンジを続けて豊かな時間を過ごすこ
とがたいせつと話しています。

② × ＜Ｐ42＞

裏ワザで紹介しているのは「しょう
ゆ」です。しょうゆを数滴たらすと、
上面が膨らみ、中身は出ずきれいに
焼くことができます。香ばしく焼け
るので、そのまま食べたり、しょう
ゆ味ベースで調理するにはぴったり
です。

③ × ＜Ｐ44～50＞

正解は長崎です。干しイモで作る長
崎の郷土料理である「かんころ餅」
をヒントにしています。

④ 〇 ＜Ｐ59～65＞

春巡業は伊勢神宮から始まり、東京
の靖國神社に戻るルートでおこなわ
れます。夏は東北や北海道から東京
に戻るルート、秋は中国・四国など
を通り、１１月開催の九州場所を終
えると、九州から沖縄までを回りま
す。

⑤ ○ ＜Ｐ115～119＞

オキシトシンは日ごろの心がけで多
く分泌できるようになると紹介して
います。パートナーとのスキンシッ
プや、目を見つめ合ったりするなど、
相手を思いやることでホルモンが分
泌されます。

⑥ × ＜Ｐ122～125＞

最初に目に入るお買い得な商品は買
いすぎで余らせがちなので、料理の
メインとなる「肉と魚」の売り場か
らスタートしましょう。献立のメイ
ンとなる価格を最初に確認してその
日の献立を考えるとよいと紹介され
ています。

⑦ 〇 ＜Ｐ142～145＞

簡単に達成できる目標ではなく、高
い理想を掲げ、みずから行動を起こ
して実践していく。この言葉を心の
支えに、ＪＡ合併後の改革を進めて
きたと紹介しています。

⑧ × ＜Ｐ209＞

ラテン語の「プリムス」に由来して
いますが「最初の」を意味します。
プリムラの中でも寒さに強く、鮮や
かな花が多く咲くジュリアンやポリ
アンサをフジやアケビのつるで編ん
だかごに植えた、春の寄せ植えを紹
介しています。

⑨ × 付録＜Ｐ11＞

刻みタマネギです。血液をサラサラ
にするなど、さまざまな効果が期待
できます。栄養を効率よく摂取する
には生のまま食べるのが最適。食べ
る直前にみじん切りにして薬味のよ
うにたっぷりかけるのがおすすめで
す。


