
１０分でわかる！ 『家の光』活用術
【２０２１年 ５月号】

（一社）家の光協会
記事活用促進部
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わ
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し
方
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け
て
話
し
上
手
に
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ろ
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）



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



＜Ｐ12～29＞

春は出会いの季節。自己紹介をしたり、挨拶をしたりすることが増える時期
でもあります。聞き手の心に残るスピーチの基本を、２人の専門家に教えてい
ただきました。

おおぜいの前でもだいじょうぶ！

心に残る話し方の基本

活用のヒント

◎窓口での対話活動や、組合員訪問の
さいの会話づくりにどうぞ。

◎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。

話すのが苦手な人もだいじょうぶ！

どんな内容が相手の心に残るのか、どんな話し
方が相手に伝わりやすいのか、そのポイントを
わかりやすく解説します。これであなたも話し
方上手に！

特集１



新連載

スマートフォン（スマホ）に替えたいけど、なにをどうしたらいいかわから
ない。そんなあなたに、スマホ師範のゆっきー先生が基本の「き」から指導し
ます！

スマホ道場 初段その一

「スマホはどれを買うべきか」

＜Ｐ32～33＞

◎女性組織の集まりや会議のブレイ
クタイムにスマートフォンのわか
らないところを話し合ってみま
せんか？

◎YouTube動画「増田由紀のスマホ
道場Web版」もチェックしてみま
しょう。

活用のヒント

漫画でわかりやすく解説

スマホに買い替えたいけど、どんなスマホを
選べばいいかわからない……。そんな人もス
マホが身近に感じられるように、わかりやす
く解説していきます！



特集２
検証でわかった！

最高のフライドポテト
フライドポテトはイモを切って揚げるだけのシンプルな料理ですが、ひと手間

加えるだけで仕上がりが大きく変わります。おいしく作るコツのほか、切り方や
揚げ油の違いによる食味の差を検証しました。

◎女性組織やフレミズの料理教室の
一品にどうぞ！

◎男爵薯やメークインだけでなく、い
ろいろな種類のジャガイモで試して
みるのもいいですね。

活用のヒント

＜Ｐ34～45＞

編集担当者より

揚げる前の下準備と二度揚げがおいし
さのポイントです。
ジャガイモを水にさらした後はしっか
り水けを拭き取ることがだいじ。揚げ
たときの食感に違いがでます！

紹介したフ
レーバーだけ
でなく、自分
の好みのふり
かけやスパイ
スを試してみ
ましょう！



特集３ アイロンがけの極意
「時間がかかる」「しわが取れない」などの理由でめんどうに感じる人が多い

アイロンがけ。そこで洗濯家・中村祐一さんが手早く、きれいにアイロンをかけ
る方法を解説します！ 正しくかけてきれいに！

＜Ｐ52～61＞

衣類ごとにかけ方を紹介

多少時間がかかってもていねいにアイロン
がけをする方がよりしわも少なくなり、結
果的に時短になります。

アイロンがけの最初に知っておき
たい４つのポイントを紹介！

意外と知らないアイロンがけの基
本を勉強しましょう。



３ＷＡＹＵＶパールネックレス
＜Ｐ64～67＞

手芸

紫外線を浴びると、色が白から紫へと変化するＵＶパールを
使ったアクセサリー。ネックレスだけでなく、マスクホルダー、
眼鏡ホルダーにも使える、１つで３役楽しめる優れものです。

◎手芸教室ではパーツＡと、パーツＢＣ
を１本ずつ作り、残りは自宅で作っても
らったり、教室を２回に分けて開催して
もよいでしょう。
◎集まれないときは、各自が家で制作し、
身に着けた写真を交換するなどして、仕
上がりを報告し合ってもよいですね。

キット企画

作り方のポイント

パーツＡ
（UVパール）

パーツＢ
（ツイスト
ビーズ）

パーツＣ
（飾り部分）

パーツを全部で５つ作り、それを
つなぎ合わせながら製作します。
ポイントは、パーツをつなぐとき
にかしめ玉をしっかり留めること。
※しっかり留めないと、ほどける
（分解する）原因になります。
コードを左右に引っ張って緩まな
いかどうか確認しながら進めてく
ださい。

１

全体像

ビーズを小分けの
ケースなどに入れる
と作業しやすいです。

２

◎制作時間の目安◎40分



こはく

食べる宝石 琥珀糖
＜Ｐ68～71＞

料理

琥珀糖は外側はシャリッと、中はしっとりとやわらかな食感で口に広がるやさ
しい甘さが魅了の砂糖菓子です。食べる宝石とも呼ばれる琥珀糖の作り方を紹介
します。

◎女性組織や料理教室での一品にどうぞ。
◎さまざまなシロップを試して、好みの
色彩を探してみましょう。

◎お酒に入れて楽しんでもいいですね。

活用のヒント

アレンジを楽しもう！

編集担当者より

余った琥珀糖を細かく刻んで粒状にして
もキレイです。板状に切ったものを重ね
たり、形を変えるのも楽しいですよ。



そろそろ山椒の青い実が店頭に並び始める季節です。爽やかな香りと刺激で
食卓を彩る山椒は、実だけでなく葉や花にそれぞれのおいしさがあります。
初夏を味わうレシピと栽培のポイントを紹介します。

初夏の山椒仕事 ＜Ｐ72～78＞

山椒は古くから
香辛料や薬用と
して使われてお
り、胃腸の働き
を整え、抗菌作
用や利尿作用も
期待できます。

おいしく調理し
て、健康になり
ましょう！

農ライフ
のすすめ

旬が短い山椒の実ですが、上手に下処理をすれば長期保存もできます。
冷凍保存のほか、オイル漬けやしょうゆ漬けにして、さまざまな料理に
利用できます。和風の料理はもちろん、洋風の料理にもよいアクセント
となります。ぜひ試してみてください。



日本一やさしいお金相談所

奨学金を親子で考えよう
モノクロ
連載

＜Ｐ124～127＞

大学生の約半数が利用している奨学金。奨学金の仕組みから種類、返済方法
までていねいに解説します。奨学金のイロハを理解して、ライフプランに合わ
せた利用法を検討しましょう。

奨学金ってそもそもなに？

経済的理由で就学が困難な学生に学資を
「貸与」または「給付」する仕組みです。
「借りる」奨学金と「もらう」奨学金があ
り、それぞれ対象の条件が異なります。

返還方式にも種類があります

毎月一定額を返還する定額返還方式と、年
収に応じて返還額が決定する所得連動返還
方式があります。利用者に合わせた返還方
式をよく考える必要がありますね。



ＪＡ

みんなでできた！JA女性組織

鹿児島県 ＪＡ南さつま女性部
＜Ｐ137～139＞

ＪＡビギナーズガイド

協同組合がたいせつに
していること

いまさら聞けないあんなこと、知ってたつも
りのこんなこと、初心に立ち戻ってJAのあれ
これについてやさしく解説！ 連載1回めは
「協同組合がたいせつにしていること」を解
説します。

コロナ禍におい
てもあらゆる感
染対策をとりな
がら活動を継続
したJA南さつま
女性部を紹介し
ます。

＜Ｐ146～149＞

活用のヒント

ＪＡ南さつま女性部の活動を参考にコロナ禍で
も活動できるような工夫を話し合ってみましょ
う。



今月のＹｏｕTｕｂｅはココ！
今月号からYouTubeで動画を配信します！ 誌面に掲載された二次元コードをスマートフォンで読み

取っていただくだけで、YouTubeで配信された動画を視聴できるようになります。詳しくは本誌
P10,11をご覧ください。

「JAビギナーズガイド」
⇒ P137

「おおぜいの前でもだいじょうぶ！
心に残る話し方の基本」
⇒ P29 「3WAY UVパール

ネックレス」
⇒ P64

「増田由紀のスマホ
道場Web版」
⇒ P32

「本谷惠津子の
料理上手の覚書」
⇒ P208

「丸わかり野菜作り
畑の時間」
⇒ P200



付録
ヘルシー食材をもっとおいしく！

おさかな料理帖
栄養価が高く、食べると免疫力がアップするといわれているさかな料理。レシ

ピでこだわったのは「簡単、手軽に作れる」そして「野菜をたっぷり食べられ
る」こと。「今日は魚を食べたいな」と思ったら、気軽に開いてみてください。

魚の基本を
紹介。

新鮮な魚の
見分け方か
ら盛り付け
の表裏、基
本の下ろし
方から保存
法までこれ
一冊でばっ
ちり！

巻末には身
近な食材で
作れるよう
に、置き換
えできる魚
や野菜の情
報も掲載。

食材をかえ
て食べ比べ
てみてくだ
さい。

活用のヒント

◎女性組織やフレミズの料理教室で活用してみましょう。
◎子どもや孫といっしょに学びながら料理を楽しむのもいいですね。



①

「おおぜいの前でもだいじょう
ぶ！ 心に残る話し方の基本」
で原稿は多めに、一文を長くす
るとよい、と紹介している。○
か×か？

②

「スマホ道場 スマホはどれを
買うべきか」によると、3Gの回
線が2024年までに終了するた
め、多くのガラケーが2024年
には使えなくなる。
◯か×か？

③

「アイロンがけの極意」でワイ
シャツやブラウスは面積が大き
い部分からアイロンをかけてい
くとよい、と解説している。◯
か×か？

④

「農ライフのすすめ 初夏の山
椒仕事」で、山椒のしびれるよ
うな辛さの正体は「カプサイシ
ン」という辛み成分であると解
説している。◯か×か？

⑤

「グリーンウオッチ」で米は
1962年度には一人当たり年間
118キロ消費されていたのにた
いし、近年は半分以下の50キロ
代前半の消費量であると紹介し
ている。◯か×か？

⑥

「日本一やさしいお金相談所」
で、奨学金を利用している割合
は大学に在籍している生徒より
も短期大学に在籍している生徒
の方が少ない。◯か×か？

⑦

「JAビギナーズガイド 協同組
合がたいせつにしていること」
では、地球上の10人に1人が協
同組合に関わっていると解説し
ている。◯か×か？

⑧

「ふるさとダイアリー 本で集
まる地域でつながる」で紹介さ
れている「真鶴出版」は宿泊す
ることができる出版社である。
◯か×か？

⑨

「丸わかり野菜作り 畑の時
間」で浅漬けに最適なシロウリ
の一種、ハグラウリは歯がぐら
ぐらの人でも食べられることか
らハグラウリという名がついた。
◯か×か？



① × ＜p.12～29＞

原稿は少なめにし、一文を短く、絵が
浮かぶようにするのがコツです。短く
することで話し手にとって覚えやすく、
テンポよく話すことができます。

② ○ ＜p.32～33＞

ガラケーの多くは2024年に使えな
くなってしまいます。思いきってス
マートフォンに挑戦してみませんか。

③ × ＜p.52～61＞

面積が小さい部分からかけていくこ
とがポイント！ アイロン台の上で
服を動かしているうちにまたしわが
できてしまうので、面積の大きなと
ころを最後にすると二度手間が防げ
ます。

④ × ＜p.72～77＞

山椒の辛さは「サンショオール」とい
う辛み成分。初夏に出回る実山椒は未
熟な若い緑色の実。上手に下処理をす
れば長期保存もできます。ご飯のお供
や、いろいろな料理のアクセントに活
躍します。

⑤ ○ ＜p.96＞

新型コロナウイルスの影響で、業務
用を中心に米の需要が落ち込んでい
ます。しかし、非常時の備えとして
のパックご飯の売れ行き上昇や、自
宅で調理する人が増えるなど、消費
拡大の働きも増えています。

⑥ × ＜p.124～127＞

大学生の利用率47.5％にたいして、
短期大学は55.2％の利用率がありま
す。短期大学では半数以上の生徒が
利用しています。

⑦ × ＜p.137～139＞

世界には300万以上の協同組合がある
とされ、組合員は10億人以上。地球
上の約8人に1人が協同組合に関わっ
ています。

⑧ ○ ＜p.163～173＞

出版社として真鶴の干物をテーマに
した冊子などを制作し、宿泊業とし
て真鶴の魅力を知ってもらうために
「町歩きツアー」を行うなど、真鶴
をさまざまな角度から盛り立ててい
ます。

⑨ ○ ＜p.195～201＞

ハグラウリは暑さや病気に強く、地
ばい栽培でじかまきも可能です。一
方で寒さには弱く、弱い霜でも大き
な被害となるので、じゅうぶん温か
くなってから植えつけましょう。


