
（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
【２０１９年 ９月号】

『家の光』を読んで、
防災術を学ぼう！！

もしものときに
備えよう！！

～JA女性組織学習実践運動 特別号～



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）



『家の光』2019年9月号は、
ＪＡ女性組織学習実践運動の応援号です！

自分たちのＪＡで、女性組織で、地域で何ができるか？ 話し合いをしながら、
地域でＪＡの存在感を発揮する新たなきっかけにしましょう！

『家の光』では、年に１回、ＪＡ全国女性組織協議会と連携し、
「ＪＡ女性組織学習運動」に使える企画を盛り込んだ応援号を制作しています。

今年のテーマは「食と地域はわたしたちが守る」です！！！

食を守る☆ 地域を担う☆

・食料自給率の向上に向けた
活動を進めます。

・安全安心な食について学習し、
情報発信します。

・地産地消の推進、伝統食の
継承をすすめます。

・食品ロス削減に取り組みます。

・メンバーによる地域の居場所づ
くり、行事の維持などを通じて
地域を支えます。

・防災に対する意識を高め万一の
備えを万全にします。

・地域における協同組合間の連携、
他団体との交流を通じて活動の
幅を広げます。



防災士・今泉マユ子流

お母ちゃんのすごい防災術①
自然災害への備えでたいせつなのは、日ごろの準備と心構え。
今回は防災士であり管理栄養士の小泉マユ子さんによる防災
知識とＪＡ女性組織の取り組みを紹介。

→答えは「②７日分以上備蓄
する」です。台所に日ごろか
らさまざまな食品をストック
しておきましょう。

学習会や地域の防災イベントにおすすめ。紹介した防災
活動を記事活用グループで取り組むのもよいでしょう。
導入部分でクイズに挑戦しましょう。また、料理教室な
どで「お湯ポチャレシピ」を作ってみましょう。

特集１

活用アイデア

＜Ｐ23～41＞

＜台所防災術クイズ例＞

高野豆腐のマーボー風

＜編集部おすすめ＞
満足感もあり、おすすめです。
食べ応えもありますよ。

サバと切り干し大根のスープ

AR動画で作り方をチェック

＜お湯ポチャレシピ例＞



防災士・今泉マユ子流

お母ちゃんのすごい防災術②
特集１

＜Ｐ23～41＞

紹介例２ 防災運動会のすすめ
島根県ＪＡしまね いわみ中央女性部に
よる防災運動会。「応急担架リレー」や
「バケツリレー」などの競技が行われ、
防災意識を高めるだけでなく、楽しく防
災を学ぶことができました。

＜事例を学習しよう＞

紹介例１ 震災食作りを体験
石川県ＪＡ白山女性部、ＪＡ金沢中央女性部、Ｊ
Ａ金沢市女性部が合同で行った「震災食体験教
室」。「お湯ポチャレシピ」などポリ袋を使って
ご飯やおかずを作りました。

活用アイデア

防災講座の一環として行ってはいかがでしょうか。子どもたちと一緒に行うの
もおすすめです。

活用アイデア 地域の運動会にもおすすめです。チーム対抗戦にすれば、
さらに盛り上がりますよ。



知らなきゃ損！

エコ＆省エネ 新常識
エコや省エネに取り組むことは、国連が定めるSDGｓ（持続可能な開発目標）の
達成につながります。正しい知識とエコな生活術を学んで、今できることから始
めてみましょう。

特集２

活用アイデア

＜Ｐ44～51＞

＜エコ＆省エネクイズ例＞

答えは、「Ａ 詰め込みすぎをなくす」です。
冷蔵庫の詰め込みすぎをなくすと、年間で約
１,１８０円の節約となります。

女性組織や記事活用グループなどでの学習会におすすめ。クイズを出し合ったり、
自分で行っている取り組みが省エネになっているのか、検証してみましょう。

☆バックナンバーの活用もおすすめ☆
『家の光』２０１８年８月号「キッチンから考える環境問題」

２０１５年７月号付録「環境にやさしい暮らし エコアイデア１００」



「防災手拭い」で作るミニバッグ
＜Ｐ12～15＞

手芸教室や防災講座の一環としてご活用下さい。
防災手拭いに描かれた新聞紙スリッパ作りなどの防災
アイデアも女性組織などのグループ活動で実践してみ
ましょう。

手提げ袋には数日分の下着やタオルなどをまとめて入れることができ、ふた付きポ
ケットポーチには避難先などで持ち歩き用の衛生用品を入れることができます。

作り方のポイント

編集担当者より
縫い目をほどいて繰り返し使うことを前提
としているため、縫い目は細かくではなく、
ざくざくと大きめに縫うのがポイントです。
だれでも簡単に作ることができるのでおす
すめです。

活用アイデア

手芸

＜制作時間の目安＞
手提げ袋：約15分
ふた付きポケットポーチ：30分

手提げ袋では輪を作るときに安全ピンでしっかりと留め
るのがポイントです。
ふた付きポケットポーチはひもの代わりにアウトドア
コード（3ｍ）を半分の長さにまとめて使ってもよいです。

防災手拭い1枚500円
※このうち100円は義援金として災害復興支援などに
充てられます。（2020年１月末日まで）

AR動画で作り方をチェック



上手に食べて、ずーっと健康！

栄養素図鑑＆レシピ
高齢者の低栄養や、若い女性の無謀なダイエットなど、
栄養に関する知識不足や勘違いによる健康被害が起き
ています。日々、健康に過ごしていくために主な栄養
素の働きや摂取量の目安などをわかりやすく解説。お
すすめレシピも紹介。

料理教室で栄養素の学習をした後、レシピを作ってみ
てはいかがでしょうか。健康教室にもおすすめです。

＜クイズ例＞
Q. パプリカやパパイヤなどの色素成分、ゼアキサン

チンは動脈硬化を防ぐ働きがあるといわれている。
○か×か。

Ａ．×。白内障などの目の病気を予防する働きがある
といわれています。
詳しくはp36～37のコラムをご覧ください。

付録

活用アイデア

キャベツの芯と
じゃこの炒め煮

編集担当者より
キャベツの芯を使った
じゃこの炒め煮は
経済的ですし、美味しく
ておすすめです。



＜Ｐ57～65＞

学習会や読書会におすすめです。Q＆Aを読んで感想を話し合うなどし
て、LGBTへの理解を深めましょう。

LGBTを考えよう
多様性がムラを元気に！

最近よく耳にするLGBT（性的マイノリティー）という言葉。ひと事ではない
この問題。だれもが暮らしやすい地域社会を作るために身近なことから学んで
いきましょう。

活用アイデア

特集３

「同性愛とトランスジェンダーはどう違う
の？」など、「LGBTのきほん」が学べます。

「同性パートナーを認
める制度」を導入した
三重県伊賀市に移住し
たゲイカップルの事例
を紹介しています。



＜Ｐ115～121＞

ミニデイサービスなどでも活用いただけます。脳トレとし
て、また、会議の冒頭のつかみとして、なぞかけを使うの
もおすすめです。

脳トレなぞかけ
書き込み式

「整いました！」でおなじみの、ねづっちになぞかけを
教わりました。場を盛り上げるなぞかけにチャレンジし
てみましょう。

活用アイデア

脳トレ

「○○とかけて」「××と解く」
「その心はどちらも△△でしょう」が
基本スタイルです

穴埋めに挑戦してみましょう。
力がついてきたら、
オリジナルなぞかけも作ってみましょう。



＜Ｐ66～69＞

健康教室などでご活用ください。会議のアイスブレイクなどにも使えます。
女性大学で取り入れるのもよいでしょう。

舌で健康診断
毎朝チェックしよう

舌はその人の体質や内臓の状態を映し出す“鏡”といわれています。
毎朝の健康管理の一環として舌のチェックを始めてみましょう。

活用アイデア

健康

＜舌のチェックの仕方＞
朝一番に１０秒ぐらいでチェックするのがおすすめです。色、舌
の白い部分（舌苔）、形を見て、症状と対策を学びましょう。

→赤舌タイプ、白舌タイプ、舌苔が厚いタイプなどに分類されます。

中でも、裂紋舌（れつもんぜつ）タイプの人は
体に水分が足りず、舌が干上がった状態です。
熱中症に注意が必要なので、こまめに水分を補給を。

ほうれい線や口元のたるみを防ぐ「歯ぐきなめ体操」もやってみましょう。



活用アイデア

ひと目でわかる！ 農業ＪＡ入門

野菜の消費スタイルは
どのように変化したの？＜Ｐ139～141＞

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。今月は野菜の消費スタイルについて学びます。

読書会や学習会にご活用ください。

＜みんなで考えよう＞
１人あたりの１年間の野菜の消費量は
１９９９年度は１０３ｋｇだったのに対し、
２０１７年度は９１ｋｇと減っている一方、

１人あたりの１年間のサラダの購入金額は
１９９８年は９２１円だったのに対し、
２０１７年は１５２１円に増えているなど、
加工された野菜に注目が集まっています。

だれがどこでどんな野菜を作っているのか、
生産者の顔が見えにくくなっています。
この機会に、わたしたちが食べている野菜を
見つめ直してみましょう。

学習会



＜Ｐ84～89＞

身近な材料でできるので、記事活用グループで紹介するなど、
アイデアを共有しましょう。

アイデア農具でらくらく農作業
農ライフのすすめ

活用アイデア

茨城県石岡市（ＪＡやさと管内）の魚住道郎さん考案のアイデア農
具は「体が疲れず、的確に作業ができる」と農作業初心者も大絶賛。
身近な材料でできるアイデア農具で農作業をしてみましょう。

ペットボトル利用の果実もぎとり器

高い所になるウメや
カキの実を簡単にと
る道具。毛虫などに
触れる心配もなし。

農業

ニンジン・サトイモ洗浄機

編集担当者より
ニンジンやサトイ
モを転がして洗う
様子は見ていて楽
しいので、援農で
訪れる子どもたち
にも人気があるそ
うです。



←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』５月号から一部のページで、誌面にスマホをかざすと動画を見られるサービスを始めました。
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。９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。

＜防災手拭いで作る ミニバッグ Ｐ12＞ ＜お母ちゃんのすごい防災術 Ｐ31＞

＜エーコープマーク品で
パパッ！とおかず
サンマの梅酢煮 Ｐ204＞

＜家の光料理カード
蛇腹キュウリと
アジの酢の物 Ｐ207＞

ＡＲ

目次でも
AR動画を見られる
ページを
チェックできます



①

「畑から食卓まで 気になる！
ジャーナル」で紹介された「大
学対抗の料理対決」は肥満を解
消するためのものである。○か
×か？

②

特集「お母ちゃんのすごい防災
術」で今泉マユ子さんが紹介し
ている防災術のレシピは「水ポ
チャレシピ」である。○か×
か？

③

特集「知らなきゃ損！ エコ＆
省エネ新常識」で、家庭の消費
電力の半分は冷房に使われてい
ると紹介されている。◯か×
か？

④

毎朝チェックしよう！「舌で健
康診断」で、舌をチェックする
タイミングは朝がよいと紹介さ
れている。○か×か？

⑤

農ライフのすすめ「アイデア農
業でらくらく農作業」で魚住道
郎さんが紹介している草刈機の
名前は「五郎丸」である。○か
×か？

⑥

「『家の光』読者体験手記」で
紹介されているのはほうれん草
の天ぷらである。○か×か？

⑦

「マイ・ヒストリー 雨天晴
天」で生島ヒロシさんが大学時
代に打ち込んだのは空手である。
○か×か？

⑧

「親と子の童話」の「しぶがき
おしょう」で、しぶがきおしょ
うが食べなさいとすすめてくれ
たのはまんじゅうである。◯か
×か？

⑨

「短期間集中連載 知ってなる
ほど！ JAの信用事業」。お金
を預けることを銀行では「預
金」と呼ぶが、JAでは「貯金」
と呼ぶ。○か×か？



① × ＜Ｐ4、5＞

食品ロスを解消する料理対決です。全
国から33校が応募し、審査ではおい
しさだけではなく、どう食品を使いき
るかという創造性が重視されました。

② × ＜Ｐ23～41＞

紹介されているものは「お湯ポチャ
レシピ」です。ガスや水道が満足に
使えない非常時でも温かくおいしい
料理を作ることができます。温かい
食事は食欲をかきたてたり、心を落
ち着かせたりします。

③ × ＜Ｐ44～51＞

家庭の消費電力の半分が冷房に使わ
れているのはあくまでも昼間の話で
す。年間の消費電力でみれば、エア
コンは全体の7％にしか過ぎません。

④ ○ ＜Ｐ66～69＞

朝一番に見るのがおすすめです。寝起
きの舌は飲み物や食べ物に影響されて
いない自然な状態なので、そのときの
体調がわかります。舌の表面が乾かな
いよう、10秒くらいで素早くチェッ
クします。

⑤ × ＜Ｐ84～89＞

草刈機「土郎丸（どろうまる）」で
す。刃渡り8～12cmの小さなねじり
鎌を利用しているのが特徴。刃が小
さいので土の抵抗が少なく、軽量な
ので楽な姿勢で作業ができます。ラ
グビーの五郎丸歩選手にちなんで名
づけたそうです。

⑥ × ＜Ｐ54＞

棚部さんの兄が友だちの家で食べた
ほうれん草の天ぷらがきっかけで、
家でも作るようになりました。キャ
ラクターのポパイのように威力があ
ることから、と「ポパイの天ぷら」
と呼んだそうです。

⑦ ○ ＜Ｐ77～81＞

当時のプロレスブームと日活映画の影
響で、高校時代は空手部で、大学では
空手の同好会に所属していました。
「アメリカに空手を教えに行かない
か」という先生の言葉がきっかけでア
メリカを目指しました。

⑧ × ＜Ｐ108～113＞

しぶがきおしょうが食べるようにす
すめてくれたのは、「やきいも」で
す。物干しざおに干されているうち
に、あまくて優しい「ほしがきお
しょう」と呼ばれるようになりまし
た。

⑨ ○ ＜Ｐ70～75＞

預金は利用者がお金を「預けて」、
運用を銀行に任せるのに対し、「貯
金」はみんなでお金を出し合って、
JAに「ためておき」、営農や生活の
ために、お金を必要としている組合
員に使ってもらいます。


