
10分でわかる！『家の光』活用術

【2022年11月号】

（一社）家の光協会
普及企画部

特集１

今のわたしを受け入
れる、好きになる

豚かたまり肉で
お助けレシピ

自信を失いそうなあなたに

特集２



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



<P12～27>

自信を失いそうなあなたに

今のわたしを受け入れる、好きになる

年を重ねるごとに、体力が衰えたり、持病を抱えたり……。
「昔のようにいかないわ」と、ついため息が増えていませんか。
ただ、世の中には、みなさんと同じように衰えを自覚しながら、
それを素直に受け入れ、軽やかに生きている人たちがいます。
ちょっと考え方を変えるだけで、気分が楽になるかもしれません。

特集１

まずは自分に
できることから

歌謡界と教育界を
けん引する二人に
よる対談。
❝ちょっとした自分
への負荷❞がだいじ
だと語る二人から、
自分を受け入れて
素敵に年を取る秘
訣を学びましょう。

対談



自信を失いそうなあなたに

今のわたしを受け入れる、好きになる
特集１

人は、少しずつ老いていきます。時間を止めることも、戻すこともできません。
「老い」には、衰えや孤独など、マイナスのイメージがつきまといます。
でも、ちょっと考え方を変えるだけで、違った世界が見えてくるかもしれません。
では、いっしょに「幸せな老い方」を考えてみましょう。

自分にとっての
「ポジティブな老い」
を見つけてみましょう！

解説



特集２ 豚かたまり肉で お助けレシピ

水から入れて弱火で30～40分煮るだけで絶品の煮豚とゆで豚が完成します。
ふだんのおかずに活躍するのはもちろん、
ごちそう風に盛り付ければ、年末年始のおもてなしにもぴったりです。

選べる煮豚とゆ
で豚のレシピ。
女性部の集まり
など、大人数で
料理するときに
ぜひたくさん
作ってみてくだ

さい！

<P30～41>



医師が教える

健康診断の生かし方
手芸

健康診断、受けていますか？
農家の受診率は他産業と比べて低く、コロナ禍でさらに低下していると
言われています。
「あのとき、しっかり受けておけばよかった」
「結果をよく見て、早めに対処しておけば……」
と、後悔しないための効果的な生かし方を専門家に聞きました。

ずっと健康でいる
ために

「なぜ健康診断を受けなけ
ればいけないの？
「健康診断の結果の見方が
よくわからない……」
といった疑問に、医師の先
生が答えます。
体を健康に保つために、健
康診断を効果的に活用しま
しょう。

健康
<P68～73>



刺し子風

たい焼き柄の鍋つかみ <P48～52>

今月の手芸のページは「刺し子風 たい焼き柄の鍋つかみ」を紹介。
柄は刺しゅう糸で刺すこともできるので、刺し子初心者でも気軽に挑戦
できます。ゆったりとした手縫いの時間を楽しみましょう。

手芸

用意するもの
【材料】
・布
表布・裏布（20×25㎝）……各1枚
飾り用（10×10㎝）……1枚
ループ用（裁ち切り/2.5×13㎝）……1枚

・古タオル（20×25㎝）……3枚
※フェイスタオル1枚を、はさみで3枚に裁って使用

・刺し子糸 ※25番刺しゅう糸（6本どり）でも可
・手縫い糸 ・しつけ糸
【道具】
・トレーシングペーパー ・チャコペン
・チャコペーパー
・トレーサー
※インクの出なくなったボールペンでも可

・鉛筆 ・はさみ ・針 ・待ち針

手のひらサイズで
使いやすい作成時間の目安

１１０分



ＳＤＧｓを考えながら暮らしてみた
＜最終回＞

今回で最終回となるＳＤＧｓをテーマにした連載漫画。
ＳＤＧｓにつながることは身近にあります。
ささいなことでも続けて、ＳＤＧｓを考えながら暮らしていきましょう！

ＳＤＧｓ
<Ｐ98～99>

まずは気軽にできることから
ＳＤＧｓに貢献しよう！

・買い物をするときに、消
費・賞味期限が近いものを
選んで購入する
・地場産の食材を多く使う
・エコバッグを持ち歩く

etc……

話し合いに
使えます！



農ライフ
のすすめ

いま始めると春がラク！

家まわりの雑草対策 <P53～59>

いつもきれいにしておきたい家の外まわり。
時間の余裕ができて、暑さに悩まされることの少ないこれからの時期に
ちょっと作業をすれば、春からの雑草を減らすことができるのです。
家まわりのスペース別に、その方法を紹介します。

スペース別に最適な対策を！

駐車場まわりの裸地、庭木・花
木・草花などが植えられている花
壇、いろいろな野菜を育てる家庭
菜園など、場所によって雑草対策
はさまざま。雑草の種類や広がり
方も図解されているので、根本か
ら除草しましょう。



令和4年10月1日
から、後期高齢者
が病院などの窓口
で支払う医療費の
自己負担割合が変
わりました。制度
を見直して、自分
が支払うお金を見
直してみましょう。

どうなる？わたしたちの医療費医療

年金などの収入が増えない一方で、医療費の負担増が懸念されています。
これからわたしたちの医療費負担はどうなっていくのでしょうか。

<P60～63>

『家の光』12月号につく別冊
付録「人生100年時代のお金ガ
イド」もぜひ参考に！



コミック
エッセイ こざるの花道 ＜最終回＞ <P86～89>

都内を中心に、さまざまな場所をめぐるコミックエッセイ「こざるの花道」。
最終回では、文京区にある小石川植物園を探訪。
植物を撮影するときのポイントなど、
写真とマンガを通して植物の小さな世界に迫ります。

ただの小さな植物が、レンズを通し
て見るだけでまるで違ったものに見
えることもあります。農家にとって
も縁深く、そして奥深い植物の世界
をのぞいてみましょう。



12月から
新連載 「山奥ニート」やってます。予告編

12月号から始まる新連載漫画の予告編を掲載。
舞台は都会から離れた山奥。
古い廃校で集団生活をしている彼らの暮らしを通じて見えてくる、
農業や農村の営み、地域と暮らすこと、仲間と生きることの意味
や尊さを考えます。

<P133～136>

山奥 × ニート ＝ ？

ニート（NEET）とは、「就学、就労、
職業訓練をしていない若者」の略称。
一見大自然とは縁がなさそうな彼らが、
山奥という環境でどのような生活を営
んでいるのか、背景を考えながら読ん
でみましょう。



『家の光』を活用して
10分でできる活動をご紹介！

女性組織での会議や活動の一部に、「10分家活」を取り入れ
てみませんか。その場の雰囲気が明るくなりますよ！

文章を声に出して読むだけで、
脳の動きが活発になります。家
でのちょっとした時間に、往年
の名文を音読しましょう。

全国の女性組織活動を知ること
ができるルポ企画。コロナ禍で
奮闘している事例などは特に参
考になります。いいと思った点
は、ぜひ自分たちの組織にも取
り入れてみましょう。

いつも何気なく目にしている
JAの事業や役割を学べます。
女性部の集まりなどで、改めて
JAが行っていることについて
確認してみませんか？

1回5分でどんどん脳が元気に！
名文音読レッスン
（P115～123）

楽しく学ぶ
JA共育ドリル

（P137～139）

まんがルポ
みんなでできた！JA女性組織

（P146～149）



①

「サクセスフル・エイジング」
とは、「幸せな老い」を意味す
る言葉である。〇か×か？

②

豚のかたまり肉は同じ部位のグ
ラム当たりの価格と比べると、
薄切り肉よりも高価である。
○か×か？

③

玄関や物置、倉庫のカギの施錠
は徹底する必要があるが、火事
が起きたときに逃げ道をつくる
ため窓や勝手口のカギは開けた
ままが良い。
〇か×か？

④

防草シートを選ぶときは、張り
替えの手間や、処分するときの
ことを考えればよいから、耐久
性に注目する必要はない。
〇か×か？

⑤

医療と健康診断は別ものなので、
通院中だからといって健康診断
を受けなくてよいことにはなら
ない。
○か×か？

⑥

粉豆腐とは、凍豆腐を砕いて粉
状にしたものである。
○か×か？

⑦

「運動をいっぱいする」や
「もったいないことをしない」
などの抽象的なアクションはＳ
ＤＧｓに含まれない。
○か×か？

⑧

音読は習慣的に行うと高い効果
が期待できるが、たった一度行
うだけでも効果が得られる。
○か×か？

⑨

ＪＡの購買事業をよりよくする
ために、利用する組合員自身が、
購買事業の運営に積極的に参画
していくことがたいせつ。
○か×か？



①○ ＜p.19＞

「アンチ・エイジング」と並んで、
永井高齢期にたいせつとされる考え
方です。「幸せな老い」や、「より
よく生きる」「健やかに年を重ね
る」といった意味合いで使われます。

② × ＜p.31＞

価格を見ると割高と感じることが多
い豚かたまり肉ですが、グラム当た
りの単価は薄切り肉より安いことが
多いです。食べ応えも、コストパ
フォーマンスも抜群！

③ × ＜p.46＞

防犯意識の低い家は放火犯だけでな
くどろぼうなどにも狙われる可能性
があるので戸締りは徹底して行いま
しょう。

④ × ＜p.59＞

防草シートを選ぶときは、耐久性に
注意するようにしましょう。耐久性
が高いものほど高価なので、張り替
えや処分のことも考えて選ばないと
かえって不経済になります。

⑤ ○ ＜p. 69＞

病気の治療のために体の特定の部位
を診るのが医療であり、健康診断は
体全体を診ることで病気の早期発見
や、現在の健康状態を把握すること
ができます。

⑥ ○ ＜p.80～81＞

凍豆腐は、豆腐を凍結させたものを
解凍し、脱水・乾燥させた保存食で
す。凍み豆腐や高野豆腐とも呼ばれ、
全国的に食べられています。

⑦ × ＜p.99＞

ＳＤＧｓにつながることは身近にた
くさんあります。ささいなことでも
よいので、ＳＤＧｓを意識しながら
続けていきましょう。

⑧ ○ ＜p.116＞

音読は短い時間で行うだけでも効果
があるので、1日1分でもよいので声
に出して音読してみましょう。

⑨ ○ ＜p.139＞

ＪＡにおける主人公は組合員自身で
あるため、組合員の意見が購買事業
をよりよく変革させていきます。
ぜひ、あなたの意見をＪＡの購買事
業に届けてください。


