
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



オンラインで集まろう！
＜Ｐ39～45＞

特集２

コロナ禍で仲間と会えないなか、アプリケーションを利用してオンラインで集ま
ることが、コミュニケーションの新機軸となりつつあります。初心者でも使いや
すい「Zoom」の使い方や楽しみ方を紹介します。

難しいという先入観を捨てよう！

「オンライン」や「ID」といった言葉
が出てくるとついつい腰が引けてしま
う、という方も大丈夫！
ステップ①からステップ⑤まで、たっ
た5つの手順で簡単にZoomを使えます。
やってみると簡単で便利です。
この機会に、みんなでチャレンジして
みませんか？

◎職員の学習会や女性組織の集まりなど、みんなで使い方を学んでみましょう。
最初は小さな仲間内の集まりで挑戦して、慣れたところで打ち合わせや料理教室
に利用するなど活用の幅を広げていきましょう。

活用のヒント



短期
連載

短期集中連載の第3回のテーマは進化する図書館。本を借りるというイメージの
強かった以前と比べ、住民の仲間づくりコミュニティーづくりを後押しする新
しい取り組みが生まれています。

新しい仲間づくりのカタチ 第3回

進化する図書館 ＜Ｐ69～73＞

住民同士がつながるきっかけをつくる場所

岡山県西粟倉村に今年4月に新設され、仲
間づくりの活動を積極的に行っている「あ
わくら図書館」は村の中心にあります。
SNSではない、アナログの掲示板がほしい
との声を反映させるなど、住民同士がつな
がるきっかけになっています。

◎JAと地域が協力して取り組めるこ
とや、やってみたいことを話し
合ってみましょう。

◎子どもといっしょにどんな図書館
だったらいいか、アイデアを出し
あうと新しい発見があるかも！

活用のヒント

地域資源を生かして移
住と企業を後押し



＜Ｐ18～33＞
特集１

小麦粉も乳製品も使わずに、生米とイーストで作る本格パン。これまでになかっ
た画期的なパン作りのレシピを紹介します。材料も調理法もシンプルだからこそ、
お米本来のうまみと食感を味わえます。

新発見！ お米の新しい食べ方 生米パン

アレンジいろいろ！

◎親子料理教室を開き、
子どもたちに「これも
お米なんだよ」と、ふ
るまってみては。ＪＡ
発の米粉を使った６次
産業化商品を考えてみ
るのも◎

シュンギクの生米パン
ほのかな香りと苦みが

アクセントラスクにすれば
おやつやおつまみに◎

上級編
1斤型で作る
生米食パン

冷蔵で1週間
冷凍で1か月

保存のさいには乾燥しな
いように保存袋に入れま
しょう。トースターで温
め直すと、焼きたてのお
いしさが復活します！

もち米以外の、ふだん炊
いて食べるうるち米なら
どれでもOK！
【あっさり系の米】
→ふんわりとしたパン

【もっちり系の米】
→もっちりパン

古米を使うと歯切れのよ
いパンに仕上がります。
古米の活用に重宝します。



特集３
プロが教える

家計を見直すコツ「家の光家計簿」で診断！

家族と過ごす時間が増えたいまこそ、家族の暮らしを守るための、家計を見直す
チャンスといえます。ぜひ、この機会に考えてみましょう！

◎家計をテーマにした学習会で活用
ください。

◎ご家族で一緒に考え、無駄遣いに
なっている部分はどこか、削れ
ない部分はどこか話し合ってみま
しょう。

活用のヒント

＜Ｐ61～67＞

やりくり成功の要因をご紹介！

実際の記帳者が毎月の収支を赤字から黒字
に回復した要因を家計のプロが解説します。
無理なく無駄を減らして、未来のために赤
字をなくしましょう！

家計簿記帳「長
続き7か条」で
記帳あるのみ！



おいしく食べて医者いらず

リンゴの健康スイーツ
＜Ｐ56～59＞

料理

ビタミンやミネラルが豊富で、「一日一個で医者いらず」といわれるリンゴが主
役の絶品スイーツを紹介します。「おいしい」「健康によい」「簡単に作れる」
の三拍子そろったレシピばかりです。ぜひお試しください。

生やあまり加熱をしない状態
酸味と甘みがバランスよく味わえる

煮たり焼いたり
酸味がとび、甘さを感じやすくなる

リンゴに含まれる栄養
成分は、加熱しても失
われにくいのが特徴！

◎料理教室や直売所出荷グループな
どの学習会でお勧めです。

◎あぐりスクールで、リンゴの栄養
について学び、実際に作ってみま
しょう。

活用のヒント



やさしく香る

アロマキャンドルサシェ ＜Ｐ46～49＞
手芸

【制作時間の目安：約30分（固める時間を除く）】

アロマキャンドルなどを材料とし、溶かしてドライフラワーをあしらった「アロ
マキャンドルサシェ」。火をともさずに香りを楽しめるインテリア雑貨が手軽に
作れます。

置くさいに、
花にろうが
付かないよ
うに注意！

★スプーンがお勧め！

ドライフラワーを作ると
きに花びらを開かせたい
場合は、花びらの間にシ
リカゲルを入れて調節し
ましょう。

★少し固まってから！

型にもよりますが、表面
が少し固まりはじめる6
～7分経ってから花を置
きましょう。

使用する型のアレンジ

✂✂

✂

型は市販のシリコン型を利用してもよいですが、
家庭にある食品の容器などを利用しても◎

作り方のコツ



モノクロ
特集

体に不調や異変があったとき、頼れるのはお医者さん。でも、上手に治療を
受けるためには患者の側も意識しておくことがあるのです。

知っていますか？

上手に医者にかかるコツ
＜Ｐ115～121＞

賢い患者になるために！

患者から症状の経過や背景を
聞き取って、医師は適切な判
断を下します。

患者の側もいざという時にき
ちんと伝えられるように、日
頃から「病気のプロフィー
ル」を記録しておきましょう。

◎学習会や読書会で活用してみましょう。上手く伝わらなかった、こんな風に
話したらよかった、など情報を共有するといいですね。

◎JAの窓口などで、利用者との会話のきっかけに利用してみましょう。

活用のヒント



おうちでできる

はじめてのそば打ち
＜Ｐ75～81＞

農ライフ
のすすめ

せっかくのおうち時間、そば打ちなんていかがでしょうか？
必要な食材はそば粉と小麦粉のみ。今年の年越しそばは手打ちに決まり！

編集担当者より

大事なのは「こね」の工程です。汗をかくくらい「こね」をがんばるとおいしい生地が
できあがります。JAちちぶ そば道場あらかわ亭ではそばはもちろんのこと天ぷらや
「しゃくし菜」の漬け物もひじょうにおいしいです。
お近くにおいでのさいはぜひ、足を運んでみてください！

◎料理教室などでみなさんで
挑戦してみるのもおすすめです。

◎ご自宅でお孫さんやお子さんと
一緒に楽しんでおうち時間を盛
り上げてみては？

活用のヒント



＜Ｐ60＞

＜Ｐ50～53＞

疲れないコツ図鑑

健康 簡単に上手に描ける 若見え美眉

体重を支える側の脚の筋肉や関節にかかる負担を減らす、意外
なほど疲れない、階段の上り下りのポイントを３つ紹介します。

◎足裏をしっかりと階段にのせる
◎階段にのせた脚のほうに体重をかけなが
ら体を持ち上げる

◎足幅は肩幅より少し広めに

第7回 階段の上り下り

◎マスク生活のいま、顔の印象は
眉によって大きく異なります。

◎眉が整っていれば若々しく見え
ることまちがいなし！

◎家で自分に一番似合う眉を練習
してイメージチェンジをしてみ
ましょう。

活用のヒント



＜P108～113＞

親と子の童話
「こたつ ぬくぬく」

連載小説
「春いちばん」

＜P130～136＞
＜P137～139＞ ＜P114＞

ひと目でわかる！
農業JA入門

お子さんやお孫さんへ
の読み聞かせなどでご
活用ください。セリフ
の部分はメリハリをつ
けて読んでみましょう。

賀川豊彦の妻、ハルの
はるかな旅路。今月号
は第19回です。縁談を
持ち込まれたハルに賀
川は？

「世界こども図画
コンテスト」入選
作品の絵と日本作
文の会『2019年
版 日本子ども文
詩集』より。あわ
せてお楽しみくだ
さい。

食・農・JAをめぐる
「ちょっと気になる」
あれこれについて、や
さしく解説！ 今月の
テーマは「JAグループ
はどうしてSDGｓに取
り組むの？」です。

子どもの目
「おとうとが 笑った」

『家の光』を持ち寄って読書会をしませんか。声に出さない黙読などもお勧めです。
また、会議のはじまりや、ブレイキングにもご活用ください。

今月のおすすめ読書会



←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。11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P16をご覧ください。

「エーコープマーク品で
お手軽おやつ」

⇒ P204
「オンラインで集まろう！」
⇒ P39

「おうちでできる
はじめてのそば打ち」

⇒ P78



ＪＡ役職員のみなさま向けの動画
公開中！！

ＪＡ生活担当者会議やＪＡ教育文化・家の光プランナーの研修材料に、職員の学習会や職場内
の協同組合学習の教材として。また『家の光』12・1月号の普及活用を進めるさいにもご活用
いただけます。家の光ネット「ＪＡのみなさまへ」のバナーから、あるいは、右上のQRコー
ドからご覧ください。

西原憲一先生 (税理士・1級FP技能士)

・そもそもなぜライフプランが必要なの？
・「家の光家計簿」はライフプラン実現の
ためにある

・なぜＪＡ事業にライフプランが結びつく
の？

・終活のすすめと「わたしノート」の活用
・相続はだれにでも訪れる
それぞれ6～8分ほどで解説。

佐久間幸子先生 (家の光専門講師) 

・生活文化活動のすすめ
・生活文化活動担当者の役割
・女性組織と生活文化活動担当者

それぞれ15分ほどで解説
窓口用ハッピー マイライフＰＲ動画

「家の光家計簿」や「わたしノート」
を活用してよかったことを愛読者が、
また、どのようにおすすめしているの
かをＪＡ職員がご紹介！

ＪＡオリジナル読みど
ころ作成動画

ＪＡオリジナルの『家
の光』読みどころチラ
シの作成ポイント、活
用法を解説します。

★愛読者のみなさま向けの動画はこちら→



①

「表紙の人」で今月の表紙の松
本穂香さんが映画の撮影中に
作った料理で、とくに思い出深
いと語ったものは「お吸い物」
である。◯か×か？

②

「縁ありて花ひらく」のインタ
ビューで、道場六三郎さんが山
菜やキノコを父親といっしょに
取りに行った場所は石川県の山
中温泉にある「こおろぎ橋」で
ある。○か×か？

③

「新発見！ お米の新しい食べ方
生米パン」で生米パン作りには
乳製品を使用しない。◯か×
か？

④

「新しい仲間づくりのカタチ
進化する図書館」で平成11年か
ら平成30年にかけて全国の図書
館数は3割ほど増加した。○か
×か？

⑤

「気になる 暮らしの裏ワザ大検
証！」で黒ずんだ銀製品をきれ
いにするために使用するのは歯
磨き粉である。◯か×か？

⑥

「おうちでできる はじめての
そば打ち」で味わえる三たてそ
ばの三たてとは「挽きたて」
「茹でたて」「切りたて」であ
る。◯か×か？

⑦

「フレミズほっこり事件簿」で
ＪＡ鹿児島きもつきの岩重さん
は写真を撮るコツを慎重に撮影
することと紹介している。◯か
×か？

⑧

「ふるさとダイアリー 特集 ト
ウガラシが地域をホットにす
る！」で紹介している、沖縄の
調味料「コーレーグース」は島
とうがらしを焼酎に漬けこんだ
ものである。◯か×か？

⑨

「丸わかり野菜作り 畑の時
間」では、大カブの栽培期間は
80日以上かかると紹介している。
◯か×か？



① × ＜p.10～11＞

正解は「とろとろ茶碗蒸し」です。
『みをつくし料理帖』の主人公を演じ
るにあたって、撮影前に料理の練習に
励んだそうです。

② ○ ＜p.12～13＞

みそ汁の具材に使用するためによく
採りに行ったそうです。
「こおろぎ橋」の名の由来は、かつ
て行路がとても危険だったために
「行路危(こおろぎ)」と称されたと
いう説があります。

③ ○ ＜p.18～33＞

生米パンは乳製品を使いません。基
本の材料は、米、ドライイースト、
砂糖、塩、油、ぬるま湯の6点のみ。
コムギアレルギーのある人も安心し
て食べられます。

④ ○ ＜p.69～73＞

同時期に公民館は2.5割ほど減少して
います。今後、地域の拠点として図書
館が求められる役割はますます多様化
していくと考えられます。

⑤ ○ ＜p.74＞

塩を含まない歯磨き粉を使用して磨
くことで驚くほどきれいに黒ずみが
取れます。食器やアクセサリーなど
銀製品の手入れもこれで楽ちんです
ね！

⑥ × ＜p.75～81＞

「切りたて」ではなく、「打ちた
て」。自分で打った手前そばは格別。
ぜひとも、機会があればそば打ちに
チャレンジしてみてください！

⑦ × ＜p.150～151＞

正解は「とにかく大量に撮ること」で
す。なんと1回のイベントで100枚以
上も撮影！ たくさんの写真のなかか
らすてきな一枚を選ぶわけですね。

⑧ × ＜p.163～173＞
島とうがらしを”泡盛”で漬けこんだ
ものを「コーレーグース」といいま
す。沖縄の食卓には欠かせない、用
途が非常に幅広い万能な調味料です。

⑨ ○ ＜p.195＞
カブは品種が多く、個性豊かで育て
るのが楽しい野菜です。とっても大
きい「聖護院かぶ」や黄色が鮮やか
な「味こがね」などは見た目のイン
パクトも抜群ですね！


