
１０分でわかる！ 『家の光』活用術
【２０２１年 ４月号】

（一社）家の光協会
記事活用促進部
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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

Ⓒ伊東ぢゅん子



＜Ｐ22～34＞

特集１

首・腰・ひざの痛みの多くは無意識にとっている行動が原因です。そこで、
簡単に体の状態を確認する方法や痛みを解消するストレッチを紹介。
痛みに悩む人、必見です！

首・腰・ひざの痛み解消術

数分のストレッチで効果抜群！

◎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。

◎女性組織での学習会や会議のブレイク
タイムなどにもおすすめです。

体の「ゆがみ」を即座に診断

関節や筋肉に異常が生じていないか、チェック
してみましょう。いずれも短時間で簡単に診断
できます。ゆがみが生じていたときはp.30～の
「痛み解消ストレッチ」で改善しましょう！



特集２

農業はSDGsのさまざまな目標と関わりがあり、地域や他の組織とのつながり
を意識するだけで、その多くの目標を達成できる可能性を秘めています。農業
とJAの取り組みから、そのヒントを探りました。

SDGsの達成に向けて

農業とJAができること ＜Ｐ42～53＞

◎職員の学習会や持ち寄り読書で
活用ください。

◎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。

活用のヒント

クイズ形式で基本を押さえよう

これだけは押さえておきたい、SDGsの「基本
のき」を全8問のクイズ形式で解説します。
SDGsを最近よく耳にするけれど、どういう意
味か詳しくはわからない……、という人も、ク
イズにチャレンジして楽しく学んでみましょ
う！



折り紙で作る フラワーリース＜Ｐ56～60＞手芸

折り紙で花と葉を作り、立体感のあるリースに仕立てます。
和紙や包装紙などでも作れます。春のしつらいやプレゼントに。
◎制作時間の目安◎ 45分

葉の作り方①～⑥はツ
ルの折り方の要領で作
るとよいです。

１
パーツを組む②は、重ねた部分の葉が浮
き上がりやすいので、接着剤が乾くまで
マスキングテープで留めておきましょう。

３作り方のポイント

一度三角に折って矢印の部分に線
をつける

◎支店の窓口などに飾って春を演出しま
しょう。新聞紙や包装紙を使ったり、

すべてのパーツを同じ紙で作っても素敵です。ＡＲもご覧ください。

活用のヒント

◎同じパーツを複数個作るため、完成までやや時間がかかります。
親子手芸教室などで親子で１個完成させたり、２～３人で１個作る
などして、分担して作るのもお勧めです。

葉の作り方⑦は、
紙を開いたとき
に谷折り線が薄
い方向がありま
す。一度折って
線をつけると作
業しやすいです。

２

葉の先端は少しずらしても
ＯＫ（円形に整えやすい）

接着剤で貼ったあと、
テープで留める



特集３
驚きの口どけ！

奇跡のパンケーキ
スフレパンケーキはふんわりとほどけるような口どけが魅力です。スフレパン

ケーキ専門店FLIPPER’Sが人気メニューを家庭向けにアレンジ！ おいしく仕上が
るコツを伝授します。

◎女性組織やフレミズの料理教室の
一品にどうぞ！

◎家族でみんなで楽しみながら作って
みましょう。少し手間をかけて、お
やつの時間をグレードアップ！

活用のヒント

＜Ｐ62～69＞

編集担当者より

おいしく作るためにはとにかくメレン
ゲがポイント！ 新鮮な卵を使って作
る、きめ細かくつややかなメレンゲが
パンケーキの口どけに繋がります。

スフレパン
ケーキを更
においしく
味わうトッ
ピングも紹
介します！



農ライフ
のすすめ

活力アップ！うまみたっぷり

野菜だしドリンク
皮やへた、根元などの切れ端は野菜の栄養や機能性成分が詰まっています。

弱火で煮出してだしを作り、おいしく栄養を吸収しましょう！

◎女性組織やフレミズの料理教室
の一品にどうぞ。直売所でレシピ
を紹介して、消費者にＰＲ！

◎みそ汁や煮物、カレーなどに使
用するのもおすすめです。

活用のヒント

＜Ｐ72～77＞

捨てるのはちょっと待って！

トマトのへたやタマネギの皮などにも栄養
は豊富に詰まっているため、活用すること
でフードロスの解消になります。また、ビ
タミンやミネラルはもちろん、ひとの体を
活性酸素から守る「ファイトケミカル」な
ども含まれています！

４つのおすす
めアレンジを

紹介！

体調のすぐれ
ないときや、
疲れた時にも
効果てきめん

です。



北欧フィンランドの移住家族

はじまりの丘
＜Ｐ12～15＞

読み物

新型コロナウイルス感染症の拡大で、地方移住が注目されています。では、海
外の地方移住や田舎暮らしとはどんなものなのでしょうか。北欧フィンランドの
移住家族を訪ねてみました。

◎職員の学習会や持ち寄り読書で活用く
ださい。

◎JAや女性組織が集まり協力すること
でできること、やってみたいことを話
し合ってみましょう。

活用の
ヒント

自主自立の国 フィンランド

歴史的にロシア(旧ソ連)などの大国に翻弄され
てきたフィンランド。独立を守るためには国内
の安定が必須でした。そのため、国民は自主自
立の意識が高く、それが手厚い社会保障制度を
支えています。



現在ドイツでは「エテペテテ」という野菜や果物の定期便サービスが大人気。
規格外品のため価格が安く、外出しないで新鮮な野菜が手に入ることが人気の
理由です。

Green Watch

食べたい人がいるから捨てられない！
＜Ｐ91＞

エテペテテではビ
オ野菜・果物を配
送しています。

ビオとは農薬や化
学肥料を使用しな
い農産物のこと。

規格外品であって
も、そのおいしさ
は変わりません。

◎学習会や読書会で活用してみましょう。

◎女性組織や直売所出荷グループなどで、規格外品や出荷できない作物
の活用法を話し合ってみてはいかがでしょうか。

活用のヒント



モノクロ
特集

コロナ禍のなかで生活が大きく変化し、気軽に人と会うことが難しくなりまし
た。こんな時だからこそ、思いをこめた贈り物は会えない相手との心の距離を
ぐっと縮めてくれるはずです。

贈り物のコツ&うれしかった贈り物を
紹介！

＜Ｐ115～121＞

手紙を添えて気持ちを伝える

贈り物にひとこと、自分の言葉を添える
ことで思いがより伝わります。相手のこ
とを考えて便せんやメッセージカードを
選ぶのも楽しいですね。

なかなか会えない今だからこそ

贈り物上手になりましょう

贈り物上手のコツでポイントを押さ
えましょう。「読者アンケートで聞
いてみた！ ほんとうにうれしかっ
た贈り物」を参考にするのもいいで
すね。



ふるさとダイアリー

農村ナイトツアー
地域
情報

＜Ｐ163～173＞

夜だからこそ見えてくる農村の魅力を生かして地域を盛り上げている事例を
紹介します。昼間とはひと味違う農村の情景をお楽しみください。

映画やCMのロケ地にも！

農家の日常が非日常の体験に

生産者にとってハウス内の風景は日常の風景。
しかし一般の人にとっては非日常の体験になり
ます。、愛知みなみ管内の電照菊ナイトツアー
は、今では年間で200人ほどの参加者を集めて
ます。

栃木県宇都宮市郊外で竹林とクリ
園を有する若山農場。一度きりの
催しで竹林のライトアップを始め
たところ、好評だったため続ける
ことに。今では年間4万人も訪れる
人気スポットに！



←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P19をご覧ください。

「エーコープマーク品で
お手軽おやつ」
⇒ P204

「SDGsの達成に向けて
農業とJAができること」
⇒ P47

「奇跡のパンケーキ」
⇒ P62

「折り紙で作る
フラワーリース」
⇒ P56



付録
はじめよう！

一坪家庭菜園
一坪はおよそ3.3㎡、畳2畳分です。初めての野菜づくりなら十分なスペース。
本書では一坪を4分割して４つの区画にわけて、栽培するコツをまとめています。

◎必要な道具と資材を紹介。それ
ぞれの選び方のポイントや手入れ
の仕方も併せて紹介しています。

◎その他にも、土づくりから病害虫
対策まで、野菜づくりの基礎知識
をしっかり解説！ 自家製野菜で
食卓を豊かに彩り、おいしくいた
だきましょう！

安心して始めよう！

一坪だからと侮るなかれ！

一坪を４つに区切ることで、最低でも4種、
さらに小さく区切ればより多くの種類の野
菜を栽培することができます。
また、病害虫発生のリスクを分散したり、
それぞれの野菜ごとにこまめに手をかけら
れたりと、一坪栽培は魅力がたくさん！



①

「首・腰・ひざの痛み解消術」
では多くの人がスマートフォン
を使うとき、無意識のうちに首
を前に傾けており、そのとき体
重の約10％の負荷が首にかかっ
ていると解説している。◯か×
か？

②

「SDGsの達成に向けて 農業と
JAができること」でSDGsの前
には、MDGsと呼ばれる国際開
発目標があったと紹介している。
◯か×か？

③

「活力アップ！ うまみたっぷり
野菜だしドリンク」で紹介して
いる、トマトのへた周辺の赤い
色素成分はアントシアニンであ
る。◯か×か

④

「グリーンウオッチ」で、地方
に滞在しながら、仕事も休暇も
おこなうライフスタイルのこと
を「ワーケーション」と紹介し
ている。◯か×か？

⑤

「贈り物上手になりましょう」
で親しいひとへのギフトや
ちょっとしたお礼は、一般的に
5000円前後が相手に気を遣わ
せない価格の目安と紹介してい
る。◯か×か？

⑥

「日本一やさしいお金相談所」
で一人暮らしの生活必需品をそ
ろえるのにかかるお金は合計で
18万円以上と算出している。◯
か×か？

⑦

「ひと目でわかる！ 農業JA入
門」で国内で生産している果樹
のうち、生産量がもっとも多い
のはリンゴである。◯か×か？

⑧

「JAリーダーインタビュー き
た道ゆく道」で紹介されている
「有田みかん」は約300年の栽
培の歴史がある。
◯か×か？

⑨

「丸わかり野菜作り 畑の時
間」でカボチャは収穫後1か月
ほど保存すると糖分が増してお
いしくなると紹介している。◯
か×か？



① ○ ＜p.22～34＞

人間の頭の重さは体重の約10％。
60kgの人なら約6kgでスイカとほぼ
同じ重さの負荷が、つねに首にかかっ
ています。さらに首を前に傾けること
で重力がかかり、どんどん負荷がかか
ることに。

② ○ ＜p.42～53＞

1980年当時は発展途上国の人口の
約半数が1日1.25ドル(約280円)で
生活していました。MDGsはこうし
た「極度の貧困」の解消などの目標
を掲げて成果を上げましたが、一方
で乳幼児死亡率の削減などの課題を
残しました。

③ × ＜p.72～77＞

トマトの赤い色素成分はアントシア
ニンではなく「リコピン」。鮮やか
な色と酸味、甘みをだしに加えてく
れるファイトケミカルです。

④○ ＜p.92～93＞
都会の密を避けて、地方に目を向ける
人たちが増えています。若い世代のほ
うが農山漁村に興味を持っているとい
うアンケ―ト結果もあります。
「農泊」がそうした需要の受け皿とな
る、とJA全農の越智さんは語ります。

⑤ × ＜p.115～121＞

3000円前後が価格の目安と紹介し
ています。恩師や上司なら5000円
～7000円。1万円を超える贈り物は
特別なお祝いのときに、と紹介して
います。

⑥ ○ ＜p.124～127＞

賃貸契約にかかるお金と併せると初
期費用は40万円以上かかることも。
新しく買い足すものは最小限にとど
めることが節約のポイントです。

⑦ × ＜p.137～139＞
果樹のうち、もっとも生産量が多いの
は温州ミカン。栽培面積、生産量、生
産額のすべてで1位となっています。
ミカンとリンゴを合わせると生産量は
全体の約5割、生産額と栽培面積では
全体の約4割を占めています。

⑧ × ＜p.142～145＞

「有田みかん」の栽培の歴史はなん
と約450年！ 日本がまだ戦国時代
のころから続いているなんてびっく
りですね！

⑨ ○ ＜p.195～201＞
初霜が12月以降になる暖地では、短
期間の貯蔵で冬至に食べられるカボ
チャを作れます。P201ではおすすめ
の品種も紹介しています。ぜひ
チェックしてみよう！


