
（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 ４月号】

『家の光』を読んで
おいしい卵焼きを
作ってみよう！



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）



親と子の“ちょうどいい”片づけ計画

すっきり暮らしたい気持ちは誰でも同じはずなのに、いざ“実家の片づけ”となるとなぜ
か親子の意見はすれ違いがちです。「ちょうどいい」片づけのコツを親世代と子世代、
それぞれの視点から解説します。

女性大学、ミニデイ活動、介護関連のグループ活動や学習会などにもおすすめです。
みなさんの片づけの悩みや解決策を話し合ってみましょう。

特集１

活用アイデア

＜Ｐ16～31＞

親と子のそれぞれの片づけの悩みを紹
介。家族のたいせつなものを勝手に捨
ててしまい、トラブルになることも…。
ご家族でのコミュニケーションに
チェックリストをご活用ください！

実家の掃除は気力も体力
も必要です。家族が元気
なうちに一緒に取り組み
ましょう。部屋の見た目
をきれいに整えるよりも、
「健康」、「安全」に生
活できるように片づけを
めざしましょう。

親の暮らしをラクにできる“５分でできる
片づけ”を紹介します。帰省のついでに実
践してみてはいかがでしょうか？



めざせ！

卵焼きの達人
時間がたってもみずみずしく、やわらかな食感が続く卵焼きの作り方を料理研究家
の瀬尾幸子さんに教わりました。ポイントを押さえて、おいしい卵焼きを作ってみ
ましょう。

女性組織の料理教室のほか、子どもや、男性向けの料理教室などでもご活用ください。
ご家庭でもお試しを。

特集２

活用アイデア

＜Ｐ38～45＞

AR動画で作り方をチェック
（P.38)

まずは基本の卵焼きか
ら始めましょう。

火かげんや、油の量など、
ちょっとしたコツでおいし
く作れます。

＜編集部おすすめの具入り卵焼き＞

めんたいこ

明太子入り お好み焼き風

ピリッと辛い明太
子がアクセント

大人も子どもも
みんな好きな味！



「おたがいさま」が地域を変える！

「だれでも・いつでも・どんなことでも」をモットーに島根県で展開されている有償の助け合いの
仕組み「おたがいさま」が注目されています。地域の中で、困り事を抱えている人（利用者）と、
ひとの役に立ちたい人（応援者）をつなぎ、困り事を解決する仕組みは人と人とのきずなを強め、
安心して暮らせる地域社会づくりにつながっています。

読書会や学習会におすすめです。女性組織や地域での活動のヒントに
してみてはいかがでしょうか。

特集3

活用アイデア

＜Ｐ59～65＞住民同士で助け合う仕組み

＜おたがいさまの仕組み＞
（おたがいさま まつえ・やすぎの場合）

ボランティアとの
違いは利用料が
必要なところです。

（利用例）
空き家となっている実家の庭木の剪定をして欲しい
と利用者から依頼

↓
コーディネーターが利用者から要望を確認し、
応援者に依頼

↓
応援者が利用者宅で実際に作業

↓
利用者が応援者に利用料を支払う



簡単リメイク！

ワイシャツかっぽう着手芸

活用アイデア

＜Ｐ52～57＞

手持ちのワイシャツと好きな柄の布を合わせてオリジナルのかっぽう着を作ってみませんか。
型紙は必要なく、裁縫初心者でも挑戦しやすいのが魅力です。

作り方のポイント

手芸グループや女性大学などでご活用ください。
制作時間の目安は４時間ですので、工程を分けて作ってみましょう。

AR動画で作り方をチェック
（P.53)

＜カリキュラム案＞
数日に分けて取り組みましょう。
１日目 工程①ワイシャツをカットする

②袖口を作る
③襟ぐりを作る

２日目 工程④ポケットを作る

⑤リボンとボタンを付ける

縫い代を割ったり整えるさい、アイロンをしっかりかけるのが、
きれいに仕上げるコツです。また、ワイシャツに合わせてバイアス
布、ポケットの布など、柄の組み合わせを考えるとよりかわいくな
るので布選びも楽しみましょう。

★たっぷり入る大きめのポケット
★便利なボタンのフック
★作業がしやすい七分袖



眼鏡で５歳若返り！

眼鏡選びを工夫するだけで、人に与える印象を
簡単に変えることができます。ポイントを押さ
えれば、５歳若返って見えることまちがいな
し！

学習会の合間のブレイクタイムなどでご活用くだ
さい。グループのメンバー同士で眼鏡をかけた印
象を相手に伝えてみましょう。眼鏡を変えるとき
にご参考ください。

暮らし

活用アイデア

＜Ｐ48～51＞

地域

ふるさとダイアリー
地域の味を詰め込んだ

特産品バーガー

＜Ｐ163～173＞

地域の食材を使ったバーガーがご当地グ
ルメとして人気を集めています。地域を
盛り上げるための取り組みを紹介します。

活用アイデア
自分たちの地域でご当地バーガーを作るとしたら
どんな食材を活用できるか、話し合ってみましょ
う。また、研修旅行などで各地を訪れたさい、気
になるご当地バーガーを食べてみましょう。



今こそ知りたい男性ホルモン

「男性ホルモン」というと、がっちりした筋肉質な肉
体や、性欲をイメージするかもしれません。しかし、
じつは男性ばかりでなく、女性にもあり、チャレンジ
精神などの行動活性に大きく関わり、元気をつかさど
るホルモンとして注目されています。

学習会や読書会におすすめ。男性ホルモンチェックリス
トをグループのメンバーで試してみましょう。

健康

活用アイデア

＜Ｐ115～119＞

＜男性ホルモンを維持する
３つのポイント＞

①睡眠
②食生活…Ｍ＝ミート（肉）、

Ｅ＝エッグ（卵）、
Ｃ＝チーズ（乳製品）

③運動…スクワットなど下肢の筋トレ

が有効です。

男性女性関係なく、元気で活力に
満ちあふれて暮らすには男性ホル
モンがたいせつ。

知れば得する 夢判断 ＜Ｐ134～136＞

ふと見た夢が気になる…ということはありません
か。夢は本人も気がつかない心の奥底から発せら
れるサインでもあります。夢が示すメッセージを
ひもとき、暮らしに生かす方法を紹介します。

活用アイデア

会議のつかみやアイスブレイクにご活用ください。グルー
プ活動の読書会でもご利用ください。最近見た夢を披露し
合って、先のことを予想し合ってみてはいかがでしょう。

☆吉夢☆
やかんのお湯が沸騰する夢

→幸運の波に乗ります。
噴きこぼれも大歓迎！

☆凶夢☆
稲が刈り取られた田の夢

→当てが外れ、金銭的な損失
を被ります。病気にも注意。

※メッセージは深刻に受け止めずに、暮らしのヒントと
して活用しましょう。



もうすぐ夏野菜の植えつけシーズン。トマトやナス、
ピーマンなどは、栽培期間が長く、植えつけまでの作業
がその後の生育のカギを握ります。よい苗の見極め方は
もちろん、畑の準備や植えつけ方まで、押さえておきた
いコツを紹介します。

直売所仲間や園芸グループなどでご活用ください。グルー
プ活動の合間の情報交換にもおすすめ。小学生などを対象
に野菜づくりをしている方々など食農グループにも。

農業

活用アイデア

＜Ｐ82～87＞ とっておき！ 家庭菜園の裏ワザ

第１７回 虫食いのない
高糖度のトウモロコシを作る

＜Ｐ202～203＞

夏を代表する野菜の一つ、トウモロコシ。夏の
高温期に栽培すると、皮をむいたら虫食いだら
けだったり、意外と甘みが薄かったりした経験
はありませんか？ 害虫の被害を減らし、甘い
子実を作る裏ワザを紹介します。

活用アイデア

ＪＡでの営農教室、直売所出荷グループ、園芸グ
ループなどでご活用ください。

農ライフのすすめ

夏野菜の植えつけ講座

植えつけまでにチェックした
いことがひと目でわかります。

作物別によい苗の
選び方を紹介

家庭
菜園

トウモロコシの子
実や茎の食害を起
こす害虫、アワノ
メイガの防除につ
ながるお湯かけ植
えと雄穂切り、種
まき時期をずらす
方法を紹介。



暖かくなってきたら、野山に出かけてみませんか。身近な薬草について知っておくと、出か
けたさいに役に立ちます。また、有毒植物についても紹介していますので、ご注意ください。

付録

活用アイデア

植物の見分け方から活用法まで

身近な薬草ＢＯＯＫ

記事活用グループの園芸グループや直売所仲間、加工グループなどでご活用ください。

第１章「薬草図鑑」
春、夏、秋の季節ごとに採取
しやすい身近な薬草全58種類
を紹介します。また、有毒植
物４０種を紹介していますの
で、注意しましょう。

第２章「薬草を生かす」
薬草茶や薬酒のほか、料理とし
て味わったり、からだの症状に
合わせてお風呂に入れたりと、
楽しみ方を紹介します。

巻末には“症状別索引”もあり、この一冊で盛りだくさんの付録となっています。



学習会
まんがルポ みんなでできた！ ＪＡ女性組織

ＪＡ支店と連携した活動で地域に元気を！ の巻
（兵庫県 ＪＡ兵庫西女性会）

＜Ｐ148～151＞

全国各地のＪＡ女性組織の取り組みを紹介しているコーナー。今月はＪＡ兵庫西女性会の活動を紹介。
支店を活用して、年金受給者のための「ふれあいサロン」を開催するなど、地域に密着した活動に取り
組んでいます。

活用アイデア

学習会や読書会でご活用ください。
女性組織活動の参考にしてください。

ＳＤＧｓ わたしたちの暮らしとＳＤＧｓ
最終回 あなたとＳＤＧｓ

＜Ｐ100～101＞

国連が定めた世界を変えるための１７の目標、ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals）について学
ぶ「わたしたちの暮らしとＳＤＧｓ」。身近な実践に取り組んでみませんか。

活用アイデア

女性組織の集まり、読書会におすすめ。自分
たちの活動がＳＤＧｓの達成と関係している
かもしれません。グループで話し合ってみま
しょう。

今月は「マイ箸運動」から考えるＳＤＧ
ｓ。なぜ、目標達成が必要なのか、考え
てみましょう。

※バックナンバーも併せてご活用ください。
５月号からは、ＳＤＧｓに関する新しい連
載もスタートします。

店舗のない地域でもＪＡの金融サービスが受けられたり、
ふれあい喫茶、持ち寄り図書館、『家の光』の記事活用で
手芸教室を開くなど、金融移動店舗車と女性会のコラボが実現。

2019年3月、女性会とＪＡ役職員の合同研修が開催され、
女性会と支店が結びつくことのたいせつさを再確認し、
いろんなアイデアが登場。



←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。４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P36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
タイときゅうりの和え物

めざせ！ 卵焼きの
達人 Ｐ38

ＡＲ

目次でAR動画を見られるページを
チェックできます

家の光料理カード Ｐ208
イチゴ大福

簡単リメイク！
ワイシャツかっぽう着 Ｐ53



①

特集「親と子の“ちょうどいい”
片づけ計画」で、子が親のため
に実践してほしいと紹介してい
るのは「１時間片づけ」である。
○か×か？

②

特集「めざせ！ 卵焼きの達
人」で、おいしい卵焼きを焼く
には、弱火でじっくり焼くのが
よいと紹介している。○か×
か？

③

「眼鏡で５歳若返り！」で、柔
らかな雰囲気を出すのによい色
として、ネイビーのフレームを
選ぶのがよいと紹介している。
◯か×か？

④

特集で紹介の、島根県で展開さ
れている有償の助け合いの仕組
みの名前は「ごっつあんさん」
である。○か×か？

⑤

「マイ・ヒストリー 雨天晴
天」で、石川さゆりさんの故郷
は熊本県だと紹介している。○
か×か？

⑥

農ライフのすすめ「夏野菜の植
えつけ講座」で、夏野菜の苗が
出始めたら、すぐに植えるのが
よいと紹介している。○か×
か？

⑦

「日本一やさしいお金相談所」
で、送りつけ商法にあったら、
届いた商品をすぐに消費するこ
とが大事だと紹介している。〇
か×か？

⑧

「フレミズほっこり事件簿」で、
ＪＡ町田市女性部フレッシュミ
ズ部会の日帰り旅行でアルパカ
を見に行ったと紹介している。
◯か×か？

⑨

「ふるさとダイアリー」の「特
産品バーガー」で、大分県の景
勝地・耶馬渓（やばけい）の
「青の洞門」のすぐそばで販売
しているのは黒いバーガーだと
紹介している。○か×か？



① × ＜Ｐ16～31＞

正解は「５分片づけ」です。重いも
のはキャスターつきの台車に乗せる
など、ちょこっとのサポートが親世
代には喜ばれると紹介しています。

② × ＜Ｐ38～45＞

中火で手早く焼くのが大事です。卵
液を流し入れるときに「ジュッ！」
と音がするぐらいの火かげんです。
弱火で焼くと、冷めてから水分が出
ます。

③ 〇 ＜Ｐ48～51＞

失敗しない色として、黒を選びがち
ですが、純粋な黒は強い印象を与え
てしまいます。ネイビーを選ぶこと
で、優しい雰囲気を出すことができ
ます。

④ × ＜Ｐ59～65＞

正解は「おたがいさま」です。日常
のちょっとした困り事を手伝っても
らいたい利用者と、できる範囲でひ
との役に立ちたい応援者をコーディ
ネーターが結びつけて、安心して暮
らせる地域社会づくりをめざす有償
ボランティアの仕組みです。

⑤ 〇 ＜Ｐ75～79＞

熊本県の旧飽託（ほうたく）郡です。
小学５年生の春休みに、父親の転職
で神奈川県に引っ越し、中学３年生
の夏休みに『ちびっこ歌謡大会』に
出場し、歌手への道が開けました。

⑥ × ＜Ｐ82～87＞

正解は生育に適した温度を見極め、
植えつけの適期を守りましょう。早
く植えつけると、遅霜や寒風にさら
されて苗が枯れたりします。また、
遅すぎても実がつく期間が短くなり、
収穫量が減ります。植えつけは晴天
が続き、地温が下がらない日におこ
ないましょう。

⑦ × ＜Ｐ122～125＞

勝手に品物を送りつけられたものを
消費する場合は、購入する意思が
あったとみなされる可能性があるの
で、消費・使用せずに、１４日間保
管してから処分しましょう。代金も
支払ってはいけません。

⑧ × ＜Ｐ152～153＞

ブドウ狩りをし、アルパカを見に行
く予定でしたが、時間が足りなく
なって、食欲が勝ち、ブドウ狩りの
みになったそうです。

⑨ 〇 ＜Ｐ163～173＞

洞門の岩肌を連想させ、黒豚が特産
品だということで、黒いバーガー
「洞門バーガー」が開発されました。
食用の竹炭が練りこまれています。


