
（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 ３月号】

『家の光』を読んで
みんなで健康的に歩こう！



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）



ニッポンの食

世界では、日本食を提供するレストランが右肩上がりに増えています。同時に、日本の
食文化に影響を受けた創作料理の店も広がりを見せています。今回は魅力的な米料理を
提供する店を６か国からリポート。各国シェフのとっておき米レシピも紹介します。

料理教室や女性大学、グループ活動、記事活用グループの活動におすすめです。
読書会も併せて開催してみてはいかがでしょうか。

特集１

活用アイデア

＜Ｐ23～37＞世界に広がる

アメリカ・ペルー・
ニュージーランド・
ドイツ・フランス・
モーリシャス各国の
日本食レストランを
紹介。

米や米粉（もち粉）
を使ったすし、カッ
プケーキ、大福のレ
シピを紹介。作って
みましょう。



あなたの知らない

豆腐のおいしい食べ方
ふつうの豆腐に少し手を加えるだけで、「ほんとうに豆腐なの？」と驚くことまち
がいなしの新食感へと変身させる方法を大公開！ いますぐ試したくなる豆腐レシ
ピばかりです。

女性組織での集まりや料理教室でご活用ください。
グループで作って、実際にご家庭でも試してみてはいかがでしょうか。

特集２

活用アイデア

＜Ｐ39～47＞

AR動画で作り方をチェック
（P.43)

ＪＡ秋田ふるさと女性部のみなさんが作ってくれた
「豆腐カステラ」は秋田県南部のふるさとの味です。

豆腐を調理する前に冷凍
したり焼いたりすれば、
新食感の満足おかずに！



歩行時の痛み解消！

岡山式筋肉ほぐし術
特集３

活用アイデア

＜Ｐ50～57＞

さまざまな会合の合間や健康教室などで活用ください。
むくみ解消や転倒防止効果も期待できるのでぜひ、お試しください。

歩行時に、ひざや足首などに痛みを感じる人はいませんか？その原因と解消法
を１０万人を診てきた理学療法士の岡山知世さんが紹介します。

改善したい症状に併
せた対処法を紹介

７つのほぐし術のどれも
が少ない動きでかつ短時
間でできます。

下半身の筋肉がカチカチだと、無
意識のうちに関節に負担をかける
歩き方に。筋肉ほぐし術で本来の
歩き方を取り戻しましょう。



ひとはなぜ、まちがえるのか心の
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。
最初にヒヤリ、ハッとした経験を各自が発表してから、まちが
いをどう防ぐのか話し合っても。

ほんの一瞬の気の緩みが原因で、ヒヤリとしたり、ハッとしたりした経験はだれにで
もあるものです。「ヒューマンエラー」と呼ばれる、ひとに原因があるまちがいが起
こるときには、見る、覚える、考えるといった認知活動が大きく関係しています。
重大なミスを防ぐにはどうしたらよいのか、考えてみましょう。

活用アイデア

＜エラーが起こる３段階＞
①計画（これからすること）→「思い込みエラー」
②実行（計画を達成するために行動する）→「うっかりミス」
③確認（行動が計画どおりにできているかチェックする）→「確認ミス」

＜ヒューマンエラーを防ぐ心の管理術＞
〇感情をコントロールする
〇指さし呼称をする
〇言葉にする
〇集中力は７：３で配分する
〇危険情報を蓄積する １１８～１１９ページで詳しく解説しています。

自分でできているところ、足りないとこ
ろをチェックする参考にしてください。



作って楽しい

てぶぐるみ手芸

活用アイデア

＜Ｐ66～69＞

身近にある手袋や軍手を使った、ひよことカエルのぬいぐるみのつくり方を紹介
します。針も糸も必要ないので小さなお子さんと一緒に楽しめますよ。

作り方のポイント

手芸教室や記事活用グループ活動、フレミズ活動などでお役立てください。
子どもたちとのイベントにはもちろん、デイサービスなどにもおすすめです。

「目」はカラーシールや好みの色の手袋で
楽しみましょう

作るときに各指に印をつけると
わかりやすい

手袋は滑り止めや裏ボアのない
シンプルなアクリル100％のものが
おすすめ

手袋のほつれははさみで切り
取って仕上がりをきれいに

AR動画で作り方をチェック
（P.68)



ハニカムダーニング
＜Ｐ60～64＞

作り方のポイント

手芸

活用アイデア

魅せるお直し

生地の補強、シミや汚れ隠しにピッタリな「ハニカムダーニング」。
目立たないように繕うのではなく、大胆に見せることで、衣類が魅力的に生まれ変わります。

女性大学や手芸グループ、あぐりスクールなどでご活用ください。すり切れた靴下
のかかと部分の修正に慣れてきたら、手袋やズボンにもチャレンジしてみましょう。

家にあるこれらの道具は縫う部分の裏に当
てると作業がしやすくなります。縫う部分

の大きさに応じて使い分けましょう。

ハチの巣
（英語で「ハニカム」）

模様がかわいい！

AR動画で
作り方を
チェック（P.60)



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「農福連携」。今回はトマトの栽培か
ら加工・販売までをおこなう６次産業化に取り
組む社会福祉法人優輝福祉会（ＪＡ三次・ＪＡ
庄原管内）の様子を紹介します。

読書会や学習会にご活用ください。農福連
携を考えている組合員にどんなアドバイス
ができるか、職員同士で考えてみましょう。

学習会

活用アイデア

＜Ｐ72～75＞

農業
農ライフのすすめ

木彫りのスプーンを作る
＜Ｐ82～87＞

小さな木材を根気よく削っていくと、世
界に一本だけのマイスプーンが完成しま
す。農閑期などあいた時間を活用して木
彫りのスプーンに挑戦してみませんか。

活用アイデア

記事活用グループでじっくり取り組んでみ
てはいかがでしょうか。男性の記事活用グ
ループで作るのもおすすめです。

木材を変えることで、色合い
や硬さが異なるスプーンにな
ります



学習会
ひと目でわかる！ 農業 ＪＡ 入門

ＪＡ女性組織はどんなことに
取り組んできたの？

＜Ｐ137～139＞

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。
今回はＪＡ女性組織の取り組みについてです。

活用アイデア

学習会でご活用ください。
「フレミズほっこり事件簿」「みん
なでできた！ ＪＡ女性組織」など
もあわせてご利用ください。

女性組織が取り組んで
きた活動や、メンバー
数の推移などのグラフ
から女性組織を読み解
きます。

まんがルポ
みんなでできた！
ＪＡ女性組織

フレミズほっこり
事件簿

＜Ｐ146～149＞ ＜Ｐ150～151＞

今回はＪＡわかやま女性会
（和歌山県）の取り組みを紹
介。男性食農サークル「やろ
う会」との連携で食農教育の
内容がパワーアップ！

今回はＪＡ板野郡女性部フレッ
シュミズ 御所若草部会（徳島
県）の取り組みを紹介。子ども
たちと一緒に行った収穫体験で
食農教育の輪を広げています。



日本一やさしいお金相談所 第１６回

青色申告を中心に 確定申告のおさらい

「青色申告は手間がかかって面倒」と考えて、白色申告のままの人は大きな損をしている
かも？確定申告をする前に、いま一度おさらいしましょう。

「ハッピー マイライフ」セミナーや学習会におすすめです。
直売所出荷グループ、農作物加工グループの集まりなどでご活用ください。

お金

活用アイデア

＜Ｐ122～125＞

＜確定申告の基本のおさらい＞
青色申告のメリッ
トは最高65万円の
特別控除。白色申
告より税金を抑え
ることができます。



←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。3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P22をご覧ください。

エーコープマーク品で作る
おかずおつまみ Ｐ204

魅せるお直し
ハニカムダーニング
Ｐ60

ＡＲ

目次でAR動画を見られるページを
チェックできます

豆腐のおいしい食べ方 Ｐ43

家の光料理カード Ｐ205

作って楽しい
てぶぐるみ
P68

神舞うふるさとタンチョウの四季
Ｐ13



①

特集「ニッポンの食」で紹介し
ている、ペルーのニッケイ料理
店の名前は「ヤキメシ」である。
○か×か？

②

「気になる家事の裏ワザ大検
証！」で、ゆで卵の殻をうまく
むくには、スプーンの背でかる
くひびを入れるとよいと紹介し
ている。○か×か？

③

「魅せるお直し ハニカムダー
ニング」で、「ダーニング」は
ポーランドの家庭で古くから伝
わる衣類の修繕技術だと紹介さ
れている。◯か×か？

④

短期集中連載「農福連携」で紹
介されている社会福祉法人 優
輝福祉会（広島県三次市・庄原
市）では、ミカンの栽培、加
工・販売までをおこなう６次産
業化に取り組んでいると紹介し
ている。○か×か？

⑤

マイ・ヒストリー「雨天晴天」
で、野口健さんが取り組んでい
るのは「ヒマラヤにランドセル
を届けようプロジェクト」であ
ると紹介している。○か×か？

⑥

農ライフのすすめ「木彫りのス
プーン」で完成したスプーンに
オリーブ油を塗ると紹介してい
る。○か×か？

⑦

「ぶらり あぐりスケッチ」で
紹介している、千葉県君津市に
ある「猟師工房ランド」の建物
は駅舎を改装したものである。
〇か×か？

⑧

「畑の時間」の今月の野菜で、
キュウリのおすすめ品種として
「キュキュット」を紹介してい
る。◯か×か？

⑨

「本谷惠津子の料理上手の覚
書」で昆布水で炊くとすし飯が
グレードアップすると紹介して
いる。○か×か？



① × ＜Ｐ23～35＞

正解は「ＫＡＩＫＡＮ（カイカ
ン）」です。「だれもがいつでも立
ち寄れる、気軽に集まれる場所とい
う意味で、日本語の『会館』を店名
にした」そうです。人気メニューは
「ヤキメシ」です。

② 〇 ＜Ｐ58＞

卵のカーブが緩やかなほうに、ス
プーンの背でかるくひびを入れ、沸
騰したお湯に弱火で７～１０分ゆで
ましょう。その後、冷水に取り、冷
めたら水の中で殻をむくと、ひびの
部分から殻がするっときれいにむけ
ます。

③ × ＜Ｐ60～64＞

ポーランドではなく、イギリスです。
「ハニカム」は英語で「ハチの巣」
を意味しています。めだたないよう
に繕うのではなく、大胆な模様に繕
うことで、衣服が魅力的に生まれ変
わります。

④ × ＜Ｐ72～75＞

正解はトマトです。優輝福祉会は、
三次産ブランドトマト「あかまる
こ」の生産から加工・販売までのす
べてを障がい者と共におこなう６次
産業化に取り組んでいます。

⑤ ○ ＜Ｐ77～81＞

ランドセルをヒマラヤに届けるプロ
ジェクトに取り組んでいます。届け
先の子どもたちが、ランドセルを背
負って喜ぶ姿を見て、野口さんの娘
さんも感動したそうです。

⑥ × ＜Ｐ82～87＞

正解はクルミ油です。クルミ油はす
ぐ乾く乾性油なので、塗ってすぐに
使用できると紹介しています。

⑦ × ＜Ｐ174～177＞

元は小学校の体育館でした。廃校に
なった小学校をリノベーションした
そうです。昨年７月に狩猟ビジネス
の拠点としてオープンし、ジビエの
販売などをおこなっています。

⑧ × ＜Ｐ195～201＞

正解は「シャキット」です。シャキ
シャキとした歯ごたえと味わい深い
食味があります。耐病性が強く、減
農薬栽培が可能です。サラダや浅漬
けにおすすめです。

⑨ 〇 ＜Ｐ207＞

昆布水で炊くと、昆布の色や粘りけ
がご飯に付かず、風味よく炊けると
紹介しています。昆布水は、昆布５
cm角２枚を水２カップに入れて、３
０分おいてつくります。


