
１０分でわかる！ 『家の光』活用術
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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）



自分のために
みんなのために

やっぱり、みんなで集まりたい！
でも、集まる時は、

気をつけながら活動しよう

ギャラリーとしても使えるアトリエ 最新式設備の共有キッチン

完全個室でプライバシー確保 充実したインターネット環境

2m

マスクを着用 換気はこまめに行う

３密回避（密集・密接・密閉）
大きめの会場に参加者は少なめに

手洗いはていねいに
アルコール消毒も忘れずに

毎朝の検温・健康チェック
体調がすぐれないときは参加しない

身体的距離の確保



＜Ｐ12～26＞

特集１

「石の上にも三年」といわれるように、仕事や趣味は長く続けることで
質の高いものを生みだすことができます。一つのことを長く続けて人生を楽しむ
人に、続ける秘訣を伺いました。

コツコツ長く続けるコツ

続けるコツを紹介！

◎かんたんなことからちょっとずつ継続し、
徐々にハードルを上げていきましょう。

◎学習会や会議のブレイクタイムで、続け
ていることを話し合うのもいいですね。

夫婦円満の秘訣を紹介！

33年
の2人がさまざまな「秘訣」を紹介し
ます。渡辺さんが語ったベストの健康
法は必見！



魅惑の手作りプリン
＜Ｐ32～41＞

特集２

2021年は丑年！ そこで牛乳をたっぷり使った食感の異なる4種類のプリンのレシ
ピを紹介します。食べ比べて自分や家族のお気に入りを見つけてみませんか？

◎女性組織やグループでの料理教室に
おすすめです。

◎子どもや孫といっしょに楽しみながら
作るのもいいですね！

活用の
ヒント

かんたんアレンジも紹介しています！

普通に食べるのは少し飽きちゃった……
そんなときは、かんたんアレンジでいつ
もと違う食べ方に挑戦してみましょう！



水引で作る祝い箸置き
＜Ｐ42～47＞

手芸

◎制作時間の目安◎
練習編20分 実践編30分

慶事の装飾に用いられる水引で、「鶴」をモチーフにした箸置きを作りませんか。
家族やたいせつな人と祝うハレの日の食卓を華やかに演出します！

水引を曲げるときは

鶴の胴体部分となる
「あわじ結び」をなる
べく輪が均等になるよ
うに作ると、仕上がり
がきれいです。

水引きの扱いに慣れるために、まずは練習編
（水引き３本）からチャレンジするのがおす
すめです！
手芸教室では練習編を作り、実践編（水引５
本）はご自宅で作ってもらってもいいですね。

練習編と実践編の
２ステップで！

練習編のポイント 実践編のポイント

５本の水引を急な角
度で曲げると拠れて
しまいやすいので、
親指を起点に少しず
つ放射状に広げるよ
うに伸ばしましょう。

あわじ結び

輪イをなるべく小さく
整えて、面全体の隙間
が少なくなるように作
ると見栄えがよいです。

輪イ



特集３

乾燥が気になる季節になってきました。肌トラブル対策をしたいけれど、時間
がない人にぴったりのケア方法を、美容研究家の金子エミさんに教わります。

＜Ｐ48～55＞

日々の心がけが大事！

日々の積み重ねが美肌を作ります。ここで紹介
している対策術を定期的に行うことで、魅力的
な美肌を手に入れましょう。
どれも身近なものを活用しているので、すぐに
手軽に始めることができますよ！

◎女性大学や女性組織持ち寄り読書
でご活用ください。

◎地域の方や組合員との会話のきっ
かけにどうぞ。

◎ケア方法やケアグッズなどについ
て話し合ってみるのもよいですね。

活用のヒント

○○のついでに

冬の肌トラブル対策術！
監修 金子エミ



農ライフ
のすすめ

木製から鉄製へ、人力から牛馬の力、そして機械へ。「農具」の改良によって農
業は発展してきました。そんな中で、創業明治20年の野口鍛冶店に、農具の研ぎ
方を教わります。

◎JAの営農教室や直売所グループの
集まりなどで、手入れについて話
し合いましょう。

◎AR動画も参考にしてみましょう。

活用のヒント

＜Ｐ68～74＞

作業効率を大幅アップ！

きちんとした手入れをすることで、作業効
率はぐっと上がります。また、農具の長持
ちにもつながります。毎日意識することが
たいせつです。

農具を研ぐさ
いにはケガを
しないように
十分注意しま
しょう！

農具手入れの極意



モノクロ
連載

子どもは楽しみだけど大人は悩ましいのがお年玉。いくら渡そう、何歳から
渡そう、そもそもどうやって渡そう……。お年玉の疑問に答えます。

日本一やさしいお金相談所 もうお年玉で悩まない

最新・お年玉事情
＜Ｐ124～126＞

お年玉の相場を紹介し
ます。(2020年)
いくら渡せばよいのか、
悩んでいる方はぜひ参
考にしてください。

年齢と共に金額も大き
くなります。
とくに中学生は金額の
幅が広いためどれくら
い渡せばよいのか悩み
ますね。

◎女性組織での学習会や会議のブレイクタイムなどでもおすすめですよ。
◎インターネットに関するお金のトラブルが増加しています。
子どもにお年玉を渡すさいは、小遣い帳のつけ方や貯金についてなど
マネー教育も行うといいかもしれませんね。

活用のヒント



ふるさとダイアリー

冬はご当地鍋巡り
地域
情報 ＜Ｐ163～173＞

寒い時期に食べたいものはやっぱり鍋料理。具材と調味料の組み合わせの多
彩さが鍋のだいご味です。各地のおいしいお鍋を紹介します。また、料理研究
家の本谷惠津子さんから家族でお鍋を楽しむコツを教わります。

◎ご家庭での活用はもちろん、
女性組織やグループでの料理教
室のときにもコツを押さえてお
いしい鍋料理を楽しみましょう。

本谷さんに教わる鍋のコツ！

編集担当者より
今回紹介した鍋でとくにおすすめなのがシ
イタケ鍋です。肉厚のシイタケを惜しみな
く使うのがポイント！ シイタケのうまみが
たっぷりだしに染み出て絶品です。

紹介している鍋のレ
シピも掲載していま
す。ぜひ、みなさん
のご自宅でも全国の
味も再現してみま
しょう！



『家の光』には読者が
参加できる企画がいっぱい ！

p.56
あなたの夢 大募集！

あなたの夢を『家の
光』誌面で実現しませ
んか？
あなたが思い描く夢や
希望、願いを編集部に
お寄せください。

p.66
暮らしに役立つ
ハンドメイド大賞 募集！

身近にあるものを生かして、
ふだんの暮らしや家事など
に役立つ、実用性に優れた
ハンドメイド作品を募集し
ます！

p.67
巻きずしコンテスト

大人にも子どもにも笑
顔で食べてもらえるよ
うなオリジナルの巻き
ずしレシピと、巻きず
しを活用した取り組み
を募集します。

p.94
ハッピー マイライフ
体験文 大募集‼

ライフプラン、「家の光家
計簿」、「わたしノート」
にまつわるエピソードを大
募集しています！ ぜひご
応募ください！

募集
企画

たくさんの応募を
お待ちしています！



暮らしを楽しむ

二十四節季手帖

付録
カラダにおいしい

症状別 養生レシピ

◎この手帳では、今の生活にも取り入れやすい旧暦の行事
や知恵などを12か月それぞれに紹介しています。

◎折々の節目が”ハレ”の日なら、ふだんの暮らしは”ケ”
の日々と言えます。そんななにげない日常でも季節の

移ろいを感じることができます。

◎スケジュールだけでなく、節目節目の”節季”を意識して

生活してみませんか？

◎いろいろなカラダの不調を回復させ
るだけでなく、元気になりたいとき
もおすすめのレシピを紹介。

◎監修の牧野直子さん
おすすめの2品のレシピ
を動画で紹介します→

ポイント



←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。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P10をご覧ください。

「エーコープマーク品で
お手軽おやつ」
⇒ P204

「水引で作る祝い箸置き」
⇒ P42

「農ライフのすすめ
農具手入れの極意」
⇒ P69

「魅惑の手作りプリン」
⇒ P34

別冊付録
「カラダにおいしい
症状別 養生レシピ」
⇒ 表紙
※ARマークがないため注意



①

「表紙の人」大竹しのぶさんが、
新型コロナウイルス感染症の影
響で自宅待機をしていたときに、
よく作っていた料理は「かき揚
げ」である。◯か×か？

②

「特集 コツコツ長く続けるコ
ツ」では、無理なくできること
から「小さく」始めることをお
すすめしている。これを”リト
ルステップ”と呼ぶ。◯か×か？

③

「グリーンウオッチ」で、世界
の電子政府ランキング(2020
年)において日本は4位にランク
インしていると紹介している。
◯か×か？

④

「SDGsを考えながら暮らして
みた」で紹介している今月の目
標は”つくる責任 つかう責任”で
ある。◯か×か？

⑤

「家の光童話賞 受賞作 ふなめ
し、いただきます」の”ふなめ
し”は岡山県の郷土料理である。
○か×か？

⑥

「世にも不思議な神様図鑑」で
はタケミカヅチとタケミナカタ
が争ったことが”相撲”の起源で
あると紹介している。○か×
か？

⑦

「日本一やさしいお金相談所」
で高校生のお年玉の相場は
3001円～5000円以下と紹介し
ている。◯か×か？

⑧

「ひと目でわかる!  農業JA入
門」で、集落営農に占める法人
の割合はここ10年間で1.5倍に
なったと紹介している。◯か×
か？

⑨

「冬はご当地鍋巡り」で料理研
究家の本谷惠津子さんは、タン
パク質１に対して野菜２の割合
で具材を用意するのが鍋料理で
は重要と紹介している。◯か×
か？



① ○ ＜p.3＞

残ったら天丼にしたり、かき揚げうど
んにして召しあがっているそうです。
みなさんもいろいろな具材で作ってみ
ませんか？

② × ＜p.12～26＞

リトルステップではなく「ベビース
テップ」と呼びます。まずは簡単な
ことを続けることで習慣化させ、
徐々にハードルを上げていきましょ
う。

③ × ＜p.87～88＞

日本は「14位」でした。オンライン
サービス、人的資本、通信インフラ
の各分野を指標に総合的な発展度を
算出してランク付けしたものが、電
子政府ランキングとなります。

④ ○ ＜p.96～97＞

日本は食料を大量に輸入している一方
で、年間612万トンも廃棄しています。
1人1人が無駄な食品ロスを無くす心
がけをすることがたいせつですね。

⑤ ○ ＜p.106～113＞

“ふなめし”とはミンチにしたふなと
野菜などの具材をしょうゆ、みりん、
砂糖、だし汁などで炒め煮にしたも
のをご飯にかけた岡山県の郷土料理
です。

⑥ ○ ＜p.115～121＞

この争いはタケミカヅチの勝利で終
わりましたが、強い相手に臆するこ
となく立ち向かった勇気がたたえら
れ、タケミナカタは「勝負の神」と
して各地であつく信仰されています。

⑦ × ＜p.124～126＞

高校生のお年玉の相場は5001円～
10000円以下です。
お年玉の相場はここ5年間ほぼ横ばい
の傾向にあるようです。

⑧ × ＜p.135～137＞
集落営農に占める法人の割合はここ
10年間で約2.5倍に増加しました。
現代では、土地や機械、労働力など
を効率的に活用するために集落単位
で取り組む「集落営農」への期待が
高まっています。

⑨ ○ ＜p.163～173＞
また、お皿に具材を盛り付けるさい
は肉や魚などを真ん中に、葉物は一
番上にふんわりと、季節のものや奮
発した具材など見せたい食材は手前
に配置することをおすすめしていま
す。


