
１０分でわかる！ 『家の光』活用術
【２０２１年 ２月号】

（一社）家の光協会
記事活用促進部



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



天ぷら界の巨匠に教わる

極上の野菜天ぷら ＜Ｐ14～29＞

特集１

「天ぷら近藤」店主・近藤文夫さんに家庭で極上の天ぷらを揚げる方法を教わり
ます。衣はかるく、素材はジューシー、うまみが強く香りが高い近藤流の天ぷら
を作ってみましょう!

◎女性組織やグループでの料理教室に
おすすめです。

◎みんなで食材を持ち寄って、変わりダ
ネの天ぷらを作ってみるのもおもしろ
いですね。

活用の
ヒント

ひと手間でよりおいしく!

食材の下準備と揚げ方のポイントをイ
ラスト付きで解説。いろいろな食材の
天ぷらに挑戦してみましょう!



＜Ｐ31～40＞
特集２

1年に及ぶコロナ禍で、先行きの見えない不安が重くのしかかるなか、影響が及ん
でいるのが家族関係です。編集部に寄せられた悩みに、介護や夫婦、嫁姑、親子
関係の相談を受けている人に答えていただきました。

1人で抱え込まないで!

家族のＳＯＳ

さまざまな悩みに回答!

◎女性大学や女性組織の持ち寄り読書で
活用してみましょう。

◎家族みんなで読んで話し合うのもよいで
すね。

コロナ禍は家族をどう変えたか?
感染防止のための方策で、家族と共に過ごす時
間が⾧くなり、これまで見ないようにしてきた
家族の問題が表にでてきて、ぎくしゃくするこ
ともあります。
事態を好転させる方法を提案します。



特集３

荷物の詰まった段ボール箱や重い買い物袋はいくつかのポイントを意識すれば、
持ち運びがぐんと楽になります。ぜひ覚えておきましょう!

＜Ｐ49～55＞

◎窓口での対話活動や、組合員訪問の
さいの会話のきっかけにどうぞ。

◎家族で読んで、家の模様替えに
チャレンジしてみるのもいいですね。

活用のヒント

役立つコツが満載!

ラクラク持ち運び術

意識することで体を痛めない!
寒いこの季節に、急に重い荷物を持つの
は危険。ちょっとだけポイントを意識す
ることで疲れにくくなり、体を痛めるリ
スクも減らせます。



クラフト感覚で作る布コサージュ
＜Ｐ56～59＞

手芸

布に木工用接着剤を塗ってパリっと硬くさせた「クラフト布」。
この手法を使って、バラの布コサージュを作ります。

木綿は、接着剤を塗った直後
は重力で平らになってしまい
がちですが、半乾きになるま
で放置してＯＫ（ドライヤー
を使うと早く乾きます）。

◎いろいろな布で作れます。誌
面で使っているウール地は、
ボリュームが出るのでおすす
め。

◎乾いた後も、水で湿らせるこ
とで何度もやり直しできます。

◎布に接着剤を塗ってから半乾
きになるまで少し時間がかか
ります。ドライヤーなどを
使うか、ご自宅で残りの作業
をおこなってもらってもよい
でしょう。

活用のポイント 作ってみました

半乾きになった
ところで、花び
らを上向きに整
えます。この段
階ではまだ若干
開きぎみです。

◎制作時間の目安◎
40分（乾かす時間を除く）

いちばん上の布
はつぼみを作る
ような気持ちで
ぎゅっとつまん
で形を整えま
しょう。

１

２ ３

４
３の後はドライヤーで
乾かしながら作ると形
が整いやすいです。時
間がないときは、好き
な形に整えてから、ア
ルミホイルなどで固定
して乾かしても。

５ 完成!
※接着剤の
においは、
乾くと薄ま
ります。

※ほつれが出たら
乾いたところで
カットします

※アルミホイルの上に載せたまま持ち帰りもできます。



生活 気になる暮らしの裏ワザ大検証!

◎脚をそろえて座ると息んだときに全身によけいな
力が入り、背中などの凝りにつながります。
下記の3点を意識して、疲れない姿勢をつくりま
しょう。

◎上半身は少し前かがみに
◎座りがよいと感じる位置に尻を置く
◎脚は肩幅くらいに開く

◆今月のテーマ
タオルがふかふかになる裏ワザ!?

◎洗濯が終わったあとにあることをすれば、
タオルがふっくら干しあがるという裏ワザ
を検証してみました。
気になる検証結果はぜひ、『家の光』を開
いて確認してください!

＜Ｐ79＞

＜Ｐ84＞

疲れないコツ図鑑 第10回 用を足す



モノクロ
特集

テレビ番組などを通じてブームとなっている俳句。五七五のたった17文字の中に
繊細な心の動きや、季節の移り変わりが表現されています。
俳句の奥深さ、楽しさをよく知るためにさまざまな「名句」に触れてみましょう。

◎朝礼や持ち寄り読書で好きな句を読
んでみましょう。

◎女性組織で簡単な句会を開いてみる
のもおもしろいかも。

活用のヒント

＜Ｐ115～121＞

俳句がぐっと上達する「ツボ」
自分で俳句を作ってみたい! という人も
多いはず。みるみる上達する作句のツボを
俳人の大高翔さんに教えていただきます。

心に”効く”俳句

希望、老い、
恋愛、喪失、
ユーモアの5つ
のテーマの名句
を紹介します。



モノクロ
連載

定額制サービスのことを指すサブスクリプションがますます拡大しています。
代表的なサブスクや契約するさいの確認事項をわかりやすく解説!

日本一やさしいお金相談所
急拡大し、多様化する

”サブスク”の基本を知ろう
＜Ｐ124～127＞

◎女性組織での学習会や年金友の会員への情報提供などにおすすめです。
◎サブスクサービスは積極的に解約手続きを取らない限り解約されず、
請求が続くことが多いため、解約方法の確認は必須です。

活用のヒント

サブスクの仕組みがわ
からない人は必見!
パソコンやスマート
フォンから契約するの
が主流です。
便利な反面、契約内容
をしっかり確認しない
と、あとで困ったこと
になるかもしれません。

音楽・動画を月々の定
額で無制限に視聴でき
るサービスや、お酒や
コーヒーが毎月届く
サービスなどさまざま
な形態があります。



漫画

みんなでできた!JA女性組織
福岡県 JAふくおか八女女性部

筑後地区ときめき会 ＜Ｐ150～151＞

フレミズほっこり事件簿
「イチゴ狩り」人気の
理由に迫る!編

女性組織とフレミズ、それぞれの活動を漫画で
わかりやすく、ユーモアを交えて紹介します。

コロナ禍の中でも少人数の集まりで、活動を
徐々に再開しているJAふくおか八女女性部。
小さい単位での活動から発信が増えることで、
新しい動きが出てくることを期待しています!

奈良の最近のトレンドは大粒イチゴ『あすかル
ビー』。JAならけん北葛地区フレッシュミズ「和
楽美 ～warabee～」のみなさんにおいしいイチ
ゴを堪能できるイベントについて伺いました。

女性部員が支部
とは別のグルー
プとして結成し
た、ときめき会
を紹介。

支部が解散した
地域の部員も参
加しています!

＜Ｐ146～149＞



ふるさとダイアリー
人と地域をつなぐ 農のマッチング

地域
情報

＜Ｐ163～173＞

農業の人出不足が深刻化するなか、注目されているのが農業人材のマッチン
グです。農家と働き手をつなぐ地域の取り組みを紹介します。
紹介例①JA松本ハイランドでは、福祉事業所とマッチングを行い、障がい者に
作業を依頼しています。

◎職員の学習会や女性組織でのグ
ループワークのテーマで取り上
げてみましょう。

◎みなさんのJAでどのようなマッ
チングができるか話し合ってみ
ましょう。

活用のヒント

地域にいる人同士で助け合い
マルチあげや除草、片づけなどを福祉事業
所の利用者の方々に作業してもらいます。
作業内容に応じた歩合制で工賃を支払うこ
とで、それぞれ得意な作業に取り組んでも
らうなど工夫を凝らしています。



『家の光』を活用しよう!
キラリと光る★実践大募集!

家活グランプリ

コロナに負けない活動事例
和歌山県 JAみくまの
会報で仲間とつながる!

●入賞者は2022年2月開催予定の第63回全国
家の光大会へご招待します!

●応募についての詳細や応募書類は下記URL
からダウンロードできます。
http://www.ienohikari.net/ja/iekatsu/

●募集期間 2021年2月26日(金)まで。

情報

JAみくまのでは、在宅でも活動に参加でき
ることが特徴の女性組織会員向けの会報「か
かわり通心」を発行。集まらないかたちの活
動を提案し、仲間のつながりをより強くして
います!

会報は一部手配
りをして、会員
とのコミュニ
ケーションを深
めるチャンス
に!

会報6月号の
「在宅チャレン
ジ パンケーキ
チャレンジ」へ
の応募作品。

ＪＡ職員のみな
さんの家の光三
誌の活用法を大
募集!
日々の業務を工
夫したり組合員
組織や地域を盛
り上げることな
どなんでもOK!
あなたのアイデ
アをぜひ、ご応
募ください。

ご参考
ください!
JAの取り組み



←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。2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P13をご覧ください。

「エーコープマーク品で
お手軽おやつ」
⇒ P204

「ラクラク持ち運び術」
⇒ P49

「クラフト感覚で作る布コサージュ」
⇒ P56



①

「特集 極上の野菜天ぷら」で近
藤文夫さんは天ぷらは揚げもの
ではなく「蒸し料理」と語って
いる。◯か×か?

②

「特集 ラクラク持ち運び術」で
は、段ボール箱を重ねて運ぶと
きは軽いほうを上にすると重さ
を感じにくくなると紹介してい
る。◯か×か?

③

「マイ・ヒストリー 雨天晴天」
で内藤剛志さんは若いころジャ
ズミュージシャンをめざしてい
た。◯か×か?

④

「グリーンウオッチ」で、公的
医療機関の人口別の立地地域に
おいてJA厚生連病院の40%強
は人口5万未満の地域に立地す
ると紹介している。◯か×か?

⑤

「SDGsを考えながら暮らして
みた」で、直売所で販売されて
いためずらしい野菜「フィノッ
キオ」はアニスともいうセリ科
の野菜である。◯か×か?

⑥

「家の光童話賞優秀賞受賞作 菜
の花揺れた」で加代ちゃんが菜
の花ばたけを抜けるのはひみつ
基地に行くためである。○か×
か?

⑦

「日本一やさしいお金相談所」
でサブスクリプションを解約時
に困ったことがあると答えた人
は6割である。◯か×か?

⑧

「ガーデニングなんでも相談
室」クリスマスローズが日本に
普及したのはおよそ10年前のこ
とである。◯か×か?

⑨

「本谷惠津子の料理上手の覚
書」で料理研究家の本谷先生は、
料理にとろみをつけるときはか
たくり粉を2倍の水で溶くとよ
いと紹介している。◯か×か?



① ○ ＜p.14～29＞

薄い衣で素材を蒸しあげることで、素
材本来の味と香りが味わえるとのこと。
完全に火が入る直前で取り出し、余熱
で火を入れることでジューシーに仕上
がるそうです。

② × ＜p.49～55＞

段ボール箱を重ねて運ぶときは重い
ほうを上にすると、みぞおち付近に
荷物の重心がくるので同じ重さでも
より軽く感じられます。また、脇を
締めて段ボールを体に付けて持てば
重心同士が近づき、さらに楽になり
ます。

③ ○ ＜p.85～89＞

その熱意は高校の卒業式も出ないで、
テナーサックスだけ持って東京へ
行ってしまったほど! その後ジャズ
スクールでレベルの違いを思い知り、
音楽の道を諦めて俳優の道に進むこ
とを決意しました。

④ ○ ＜p.91～92＞

公的医療機関は経営が悪化しても不採
算部門を縮小するなどの対応が難しい
もの。そんななかで人口の少ない地域
に多く立地しているJA厚生連病院は
なくてはならないインフラです。

⑤ × ＜p.98～99＞

フィノッキオは別名「フェンネル」
と呼ばれるセリ科の野菜です。なか
なかお目にかかれない野菜も、近所
の直売所で手に入るかもしれません。

⑥ × ＜p.106～113＞

加代ちゃんが菜の花ばたけを抜けて
いたのはフミおばあさんと笑顔を交
わすためでした。体が不自由で介護
用ベッドで過ごしているフミおばあ
さんと窓越しに笑顔を交わし合う、
心温まるストーリーです。

⑦ ○ ＜p.124～127＞

サブスクサービスは積極的に解約手続
きを取らないかぎり解約はされず、利
用状況にかかわらず請求が続くことが
多いです。契約前に解約の方法をしっ
かり確認しておくことがたいせつです
ね。

⑧ × ＜p.202～203＞
クリスマスローズが日本で普及した
のは、およそ25年前。その後改良が
進み、最近は濁りのないきれいな色
と八重咲きの花が増え、人気となり
ました。

⑨ × ＜p.207＞
かたくり粉を3～4倍の水で溶くのが
いちばん使いやすいそうです。入れ
るときは少しずつ入れてだまになる
のを防ぎます。とろみを足すことは
できますが、ゆるめることはできな
いので、少しずつ入れることがだい
じです。


