
（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 ２月号】

インフルエンザ&
風邪の最新対策を読んで
元気に過ごそう！！



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）



水島シェフ流 料理の新常識

炒める、焼く、揚げる、これらの調理法を科学的に捉えると、いつもの料理が劇的にお
いしく変わります。水島シェフ流の新しい調理法を写真とイラストでわかりやすく解説
します。

料理教室、女性組織や支部のグループ活動、記事活用グループの活動におすすめです。
いつもの調理法と水島シェフ流の調理法を比べてみてはいかがでしょうか。

特集１

活用アイデア

＜Ｐ17～31＞

AR動画で作り方をチェック
（P.17)

野菜炒めは弱火が〇⁉

編集担当者より
同じ材料なのに、

新常識の方法は肉の味を
ぐんと感じることができ、
歯ごたえのあるハンバーグ
を楽しむことができます。
ぜひ、お試しください。



はじめまして。

国産シードル

シュワッとした泡とほのかな甘み、爽やかな香りで、近年、若い女性たちを中心に
人気急上昇中のリンゴの醸造酒、シードル。バリエーションの豊富さと味わい深さ
から、お酒好きからも熱い視線が注がれています。シードルの基本を紹介するとと
もに、国産シードルの可能性を探ります。

ＪＡ女性組織・加工グループの視察先の参考にしてみてはいかがでしょうか。
また、女性組織の学習会や持ち寄り読書にもご活用ください。

特集２

活用アイデア

＜Ｐ42～49＞

造り方や歴史を紹介

こちらも併せてご活用ください。

・「ナリワイ大百科」
『家の光』2020年1月号

・「クラフトビールで乾杯！」
『家の光』2019年７月号



クイズで学ぶ

インフルエンザ&風邪の最新対策
特集３

活用アイデア

＜Ｐ58～65＞

グループ活動や会議の合間にクイズをしてみては。アイスブレイキングにも役立ち
ます。正しい知識を学んで家族で健康に過ごしましょう。

毎年、冬から春先にかけて流行するインフルエンザ&風邪。正しい予防の方法
や暮らしのなかでの注意点を専門家がクイズ形式でわかりやすく紹介します。

AR動画でマスクの正しい装着方法をチェック

（P.61)

まずはみんなで解いてみて
次のページを開いて答えを

確認してみましょう。

問題解答



指編み

フラワーエコたわし手芸

活用アイデア

＜Ｐ52～55＞

手芸教室でご活用ください。道具は毛糸とはさみのみで、
簡単に作ることができます。フレミズでの集まりや子どもが参加
するイベントでご活用ください。

洗剤を使わなくても洗い物ができるアクリルたわし。今回はニットデザイナーの
広瀬光治さんに、指編みで作るかわいらしい花形のエコたわしを教えていただき
ました。キッチンやお風呂場に合わせて好みのサイズで作れます。

アレンジもできます！
指編みの三つ編みマフラー
カラフルな糸で作れば子ども向けに。
同系色でまとめたり、毛糸の種類を変えれば
大人向けに。冬のプレゼントに喜ばれますよ。

おおよそのサイズ
大：15×15㎝ (30分)毛糸1玉
小：10×10㎝ (15分)毛糸1/2玉
※編みかげんで変わります。

作り方のポイント

作りたい花びらの数だけ編み
地を蛇腹状に折りたたみます。
この時に花びらを重ねて束ねる
とかわいらしい印象の花になり
ます。お好みでいろいろなパ
ターンを作ってみてください

①

②

③

④

⑤

⑥

【花びら6枚の場合】

毛糸の素材を変えて
オシャレなマフラーに！

（ｐ55参照）

【花びらを重ねない束ね方】 【花びらを重ねる束ね方】



チョコレートケーキポップ
＜Ｐ10～13＞

作り方のポイント

料理

活用アイデア

作って楽しい！食べておいしい！

日ごろの感謝とともにかわいいお菓子をプレゼントしてみてはいかがでしょうか？
大人も子どもも楽しく作れるかわいいケーキポップを紹介します。

親子での料理教室や女性部、フレミズでの集まりにおすすめです。
２月１４日のバレンタインデー前に作ってみてはいかがでしょうか♡

【チョコレートコーティング】
生地が冷たすぎると、コーティングした
チョコレートが割れる原因になるため、
冷蔵庫から出したら少し室内に置いておき
ましょう。

AR動画で作り方をチェック
（P.10)

【デコレーション】
デコレーションをしたらチョコレート
が固まるまで、スティックを発砲スチ
ロールなどに刺しておきましょう。

少ない材料でつくれ
ますよ！



令和元年度 フレミズ活動

“わたしの一歩”作文コンクール 最優秀賞受賞作品紹介

ＪＡ全国女性組織協議会は毎年、地域で元気に活躍するフレッシュミズメンバーから作文
を募集しています。全国から寄せられた作文のなかから、最優秀賞に輝いた岸 裕美子さ
ん（山形県・JAやまがた フレッシュミズ部）の作品を紹介します。

フレミズでの集まりや読書会に
おすすめです。フレミズ部員を
勧誘するさいに、この作文を紹
介してみてはどうでしょう。ま
た、今後の活動のヒントにもな
ります。

読書会

活用アイデア

＜Ｐ34～37＞

『家の光』を活用し、ポリ袋ででき
る防災料理教室を実施。新聞紙で作
るスリッパと防災ブレスレット作り
も体験。また、空いた畑を借りて、
「フレミズ畑」と名付けて、野菜作
りも始めました。

非組合員としてフレミズ活動に携わってきた
岸さんはたくさんの経験を経て、JAへの思い
が強くなり、准組合員になりました。



短期集中連載

農福連携でいこう！
農業の労働不足の問題と、障がいのある人たちの働く場の確保という課題解決を同時に進
める取り組みである「農福連携」。「地域づくり」という視点から、群馬県ＪＡ佐波伊勢
崎の小林グリーンファームの様子を紹介します。

読書会や学習会におすすめです。
深刻な労働力不足に悩む農業の現場と、就労機会を求める障がい者福祉の現場。
双方の課題解決の取り組みとして「農福連携」が注目されています。
その取り組みを理解し、自分たちにもできることがあるか話し合ってみましょう。

学習会

活用アイデア

＜Ｐ82～85＞

小林グリーンファームの梅堀さん
「集中して作業を行うので仕事が
早い。経済的にもその成果が表れ
ていて、人件費も結果的に抑える
ことができた」

営農支援課・町田圭市課長
こうやっておおぜいが畑で仕事を
している姿は、地域の人に安心感
を与えている」

農福連携を実践するにはどうしたらいいの？

（濱田健司さん JA共済総合研究所主任研究員）
まずは情報収集がたいせつ。インターネットや書籍で調べ、セミナーに
参加したり、都道府県庁や農政局の窓口に問い合わせて地域の情報を教
えてもらうのもよいでしょう。見学会などが開催されていたら、実際の

現場をしっかりと見ましょう。

都道府県や農政局の窓口に相談してみましょう！



地域
大学生がPR

農から広がる地域の魅力

＜Ｐ86～88＞

早稲田大学の学生たちがキャンパスを飛び出し、地域の人々とふれあいながら農作物を軸に
大分県の魅力の発信に挑みました。

活用アイデア
学習会でご活用ください。
紹介した大学生の取り組みは若者らしいいまどきのアイデアがあふれて
いて、地域の農業活性化のヒントにもなります。地域以外の方といっ
しょになって地域を盛り上げる方法を考えてみましょう。

事例１
ツアー参加者がオリーブの

木に名前をつけ、
ネームプレートを作成。
その後の生長記録を学生が
SNSを通じて定期的に送る

事例２
学生たちが障害福祉サービス事
業所「みのり」の温室を利用し
て栽培している施設を直売所で
紹介しながらミニトマトを販売。
施設を知るとよりおいしくなる

との声も



農業

活用アイデア

農ライフのすすめ

正しい知識とコツで被害を抑える

獣害対策の勘どころ

＜Ｐ76～81＞

持ち寄り読書、女性組織、営農グループの学習会などで活用ください。
これを機に地域の獣害で困っていることや対策の情報交換を行うのもよいでしょう。

年々深刻さを増す、野生動物による農作物の被害。各地で獣害対策の指導をしてきた江口
祐輔さんに最低限知っておきたい基礎知識を教えてもらいました。

〇×クイズを
やってみよう！
何問解けるかな？

〇×クイズの解答と解説
イラストで対策を紹介



ＪＡ自己改革 白熱講義
第３１回 黒田栄継さん

学習

＜Ｐ140～141＞

持ち寄り読書、ＪＡ職員の学習会などでご活用ください。

黒田さんは大学卒業後に就農し、
北海道でムギやジャガイモ、ナガイモなどを生産しています。
令和元年度から芽室町議会議員も務める黒田さんにお話をお聞きしました。

活用アイデア

農協改革は
農家の意識を改革する側面もある

ＪＡに批判的な農家
➡批判をする暇があるなら変えればいいのに！

「農家＝われわれ農家」と考え、
ＪＡ運営にしっかりと参画していたのなら、
農協改革の提言があったときに大規模な
反対運動に発展していたはず。
今後の正しい選択はわたしたち組合員に
かかっている。



地域
伝統文化で地域活性化！

発酵食の発信力

＜Ｐ163～173＞

古くから日本の食に欠かせない、発酵食。地域の風土に合わせた独特の作り方や
調理法が受け継がれています。地域の発酵食を受け継ぎ、その魅力を広めている
活動を紹介します。

記事活用グループの加工グループや、料理教室、直売所の出荷仲間などで読書会をしてみては。
地元の農畜産物を使った新商品開発の参考にもなりますよ。

活用アイデア

JAとなみ野女性部（富山県南砺市）の
「三清（さんきよ）かぶらずし酵房（こうぼ
う）」で作られている「かぶらずし」の作り
方を見て、作ってみましょう。

千葉県神崎町（こうざきまち）、
JAかとり管内にある、道の駅「発酵
の里こうざき」のレストランで味わ
える、しょうゆ麹を使ったキーマカ
レーなど発酵料理のメニューも参考
にしましょう。



暮らしがちょっと‶ラク″になるヒント

わたしの「やめてみた」

心の
健康

＜Ｐ115～121＞

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。
会議の冒頭や会合の場で、「やめてみたいこと」を話し合えば、場が
盛り上がり、メンバーの間に一体感が生まれることまちがいなし！

家事や子育て、介護、日々の雑事に追われて余裕のない人、いませんか。余裕のなさの
原因は完璧をめざそうとするあなたの真面目さや思い込みかもしれません。自分の習慣
やこだわりを見直して、無理していることや不要なことを「やめて」みませんか。

活用アイデア

＜たとえば、どんなことをやめる？＞

〇服をあれこれ買うのをやめる
〇明日できることを今日しない
〇おかずを一品少なくしてみる・・・など

＜考え方のヒント＞
「めんどうだからやめる」のではなく、なんのために
やめるのか、やめたあと、どうすれば自分が心地よく
いられるか…。目的やその先の行動を明確にすること
で、前向きな気持ちでいることができます。

『家の光』読者の
「やめてみた」

ランキングベスト３
も発表



日本一やさしいお金相談所 第１５回

子や孫のために 知っておきたい贈与の話

うまく活用すれば、節税の効果がある贈与。ですが、贈与と認められない落とし穴がある
のです。この機会に、贈与について理解を深めましょう。

「ハッピー マイライフ」セミナーや読書会におすすめです。年金友の会の集まりなど
でご活用ください。

お金

活用アイデア

＜Ｐ124～128＞

亡くなる前の過去３年以内の
贈与は相続税の課税対象にな
るので、注意！

＜あなたに合った贈与の方法のフローチャート＞



←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』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。

野菜炒めは弱火が〇⁉ 水島シェフ流 料理の新
常識 Ｐ17

チョコレートケーキポップ Ｐ10

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

エーコープマーク品で作る
おかずおつまみ Ｐ204

家の光料理カード Ｐ205

インフルエンザ&
風邪の最新対策
P61



①

特集「料理の新常識」で、炒め
物は強火で短時間で調理するの
がおいしくなる。と紹介してい
る。○か×か？

②

「気になる家事の裏ワザ大検
証！」で、漂白剤を使わなくて
も茶渋を落とす方法では、スポ
ンジに塩を付けるとよいと紹介
している。○か×か？

③

特集「国産シードル」でシード
ルの造りかたはナシの果実を発
酵させて造るお酒だと紹介され
ている。◯か×か？

④

特集「インフルエンザ&風邪の
最新対策」でウイルスが紙や布
に付着した場合の生存期間は１
時間と紹介されている。○か×
か？

⑤

「家の光童話賞優秀賞受賞作」
で田んぼに行くおばあちゃんが
いつも手にもって行くのは懐中
電灯である。○か×か？

⑥

「日本一やさしいお金相談所」
で贈与とは、財産を他人に無償
で与えることだと解説している。
○か×か？

⑦

「みんなでできた！ JA女性組
織」で紹介されている、ＪＡ土
佐くろしお女性部で、2011年
に発足された手芸サークルの名
前は「フランス菊クラブ」であ
る。〇か×か？

⑧

「畑の時間」でトマトの果実に
裂け目が入り割れている原因は、
日に当たり堅くなり、このとき
に雨にぬれたり、果実に養水分
が急に流れたりすることだと紹
介されている。◯か×か？

⑨

今月の表紙の生田斗真さんは
ジャニーズ事務所に所属してい
る。○か×か？



① × ＜Ｐ17～31＞

弱火が炒め物をおいしくすると水島
シェフは紹介しています。弱火はフ
ライパン全体がゆっくり温まり、素
材に均一に火が通るので、野菜は
シャキシャキになり、調理後の30分
後も水分はほとんど出ず、おいしさ
が続きます。

② 〇 ＜Ｐ40＞

あまり力を入れなくても塩を付けた
スポンジで3分ほどこするだけできれ
いに落とすことができます。特別な
道具を用意する必要も、漂白剤につ
けておく必要もありません。傷のつ
きにくいふだん使いの器の茶渋に
困ったときにピッタリの裏技です。

③ × ＜Ｐ42～49＞

シードルは、リンゴを細かく砕き、
果汁を搾ります。発酵を一回で終わ
らせる場合と、二回おこない、シュ
ワシュワ感をしっかりと出す場合が
あります。リンゴの品種や作り方に
よって、味わいやアルコール度数も
変わります。

④ × ＜Ｐ58～65＞

正解は8時間です。プラスチックやガ
ラス、金属などつるつるしたものに
付着した場合は24時間～48時間も生
存しています。そのため家の中では
ドアやテーブルなどを1日に何度も拭
いた方がよいと紹介しています。

⑤ ○ ＜Ｐ106～112＞

おばあちゃんは、長靴を履いて夜道
を懐中電灯で照らしながら田んぼに
向かいます。おばけに会いに行って
いると思っていた「のはな」でした
が、それは、田んぼ周辺のカエルや
虫や水、風の音が、オーケストラの
ように聞こえるのでした。

⑥ 〇 ＜Ｐ124～128＞

ポイントとしては①お互いの合意が
なければ成立しない。②贈与契約書
類などの客観的な証拠を残す必要が
ある。③相手の承諾など贈与の実態
の証拠が必要、などがあります。ポ
イントをしっかりと知り自分の財産
をだれに贈与するのか考えてみま
しょう。

⑦ × ＜Ｐ146～149＞

「マーガレットクラブ」です。2011
年に支部の活動を活発にしようとい
う声から発足しました。これを皮切
りに踊りのサークル「輪の会」、料
理のサークル「味菜クラブ」、農産
加工の「上分加工グループ」が結成
されました。

⑧ 〇 ＜Ｐ195～201＞

実割れ症状の対策としては、雨よけ
などで土の極端な乾湿を避け、花房
の上のわき芽を2節程度伸ばすなどし
て日光を遮ると、裂果を減らせます。

⑨ 〇 ＜Ｐ8～9＞

グループには属していませんが、
ジャニーズ事所に所属、俳優として、
舞台やドラマ、映画など幅広く活躍
をされています。2012年、主演映画
『人間失格』と『ハナミズキ』で、
キネマ旬報ベスト・テン新人男優賞
を受賞されています。


