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あんなのも作れる、
こんなのも楽しめる

もっと
ホットプレート！
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美輪明宏の
人生相談二十周年



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



<P14～29>

あんなのも作れる、こんなのも楽しめる

もっとホットプレート！
多くの家庭に一台はあるホットプレート。今回はホットプレートの達人

たちに、簡単に作れる絶品レシピや、ホットプレートの活用アイデアを教
えてもらいました。これを読めば、家族や仲間たちとの食事がぐんと充実
することまちがいなしです。

特集１

料理家のかめ代。さんによる、
ホットプレートを活用した幅
広いレシピを収録！
主食からデザートまで、思わ
ず作りたくなるレシピは必見
です！

お笑いタレントとして活躍するエハラマ
サヒロさんが、ホットプレートやタコ焼
きプレートで楽しむ料理の数々を家族と
ともに紹介！
アッと驚くようなレシピも多いので、皆
さんで作ってみてはいかがでしょう？



美輪明宏の人生相談二十周年特集２

<P34～40>

『家の光』が届いたら、まず一番にこのページを開くという人も多い、大人気の
連載が20周年を迎えました。21世紀の始まりとともに歩んできた連載を振り返り、
これまでに掲載したお悩み相談の中から反響の大きかったものをお届けします。

おかげさまで２０周年

『家の光』3月号で、20
周年に際し読者の皆様か
らの声を募集したところ、
たくさんのメッセージが
寄せられました。20年間、
愛され続けた連載なのだ
と感じました。これから
も、美輪さんに聞いてほ
しい悩みや相談を、美輪
さんからのあたたかい
メッセージとともに掲載
していきます！



やまけんの
ニッポン郷土食遺産

地域食材の宝庫・日本で持続可能な未来へのヒントを見つけるべく、食の文化
遺産となりうる郷土食を探しに行く連載企画。今回の郷土食は、長野県のおやき。
おやきの歴史に迫りつつ、今後も続くであろうおやき作りの現場を取材しました。

食
<P56～61>

読んで学ぼう！

取材地である長野県生坂村で
は、おやきはかつて食事の主
役だったと言います。そのた
め、よく土産店で見かけるも
のの倍ほどの大きさの、ボ
リュームたっぷりのおやきが
作られています！

伝統的な「灰焼き」のおやき
が名物の店、「かあさん家」
のおやきの作り方。たっぷり
の具材や、ボリューム満点の
生地を使ったおやきは、ほぼ
毎日売り切れるほどの人気商
品なんだとか。



マスク下の㊙顔トレ健康 <P44～49>

長引くマスク生活で、顔のたるみやしわがめだってきたら「マスク老け」の
恐れが。マスクを着用したままできる顔のトレーニングで笑顔と自信を取り戻
しましょう。

Ｌｅｔ′ｓ 顔トレ！！

マスクの下でも簡単にできる顔トレと、家に帰ってか
らの「おうち時間」に使える顔トレを紹介しています。
顔のたるみやしわだけではなく、筋力や血流アップに
も効果的です！
グループでの集まりなどの休憩時間に、皆さんにやっ
てみてもらってはいかがでしょうか？



マスクケース手芸 <P51～55>

今月の手芸のページは「マスクケース」を紹介。ポケットが3つあるケースには、
マスクに限らずさまざまなものを収納できます。マスクはまだまだ必要となりそ
うなので、お一つ手元に持っておいてはいかがでしょうか？

作成時間の目安
100分

用意するもの
【材料】
・本体用柄布
・片面接着芯
・ポケット用無地布
・手縫い糸
・ホックボタン

【用具】
・型紙用のトレーシング
ペーパー

・厚紙 ・のり
・チャコペン ・定規
・はさみ ・アイロン
・アイロン台
・ミニクリップ
・手縫い針
・目打ち

マ ス ク や ウ
エットティッ
シュはもちろ
ん、預貯金通
帳やお薬手帳
も入ります

柄布と無地布
を合わせてス
テッチを入れ
てカードケー
スを付けるな
ど、自分だけ
のアレンジも
楽しめます！



農ライフ
のすすめ

イノシシやシカだけじゃない！

獣害から畑を守る <P73～80>

収穫間近のスイカが食べられたり、いつの間にか屋根裏に侵入した跡があったり
……。近年増えている、アライグマやハクビシンなどの中型獣による被害。じわじ
わと私たちの生活圏に入り込む獣害について、できる対策などを紹介します。

読んで学ぼう！

全国的にも被害が拡大している獣害。まずは読者の皆
さんに加害獣の特定方法と罠の設置方法などを学んで
もらい、日々の営農に生かしてもらいましょう！

実践しても
らおう！

今からでもできる
三つの中型獣対策
を掲載！
あてはまるものは
ないか振り返って
もらいましょう！
あなたの行動が獣
害を招いているの
かも？



記事活用
体験発表

志村源太郎記念賞

光ちゃんの自己改革 <P63～67>

全国の『家の光』愛読者代表とＪＡ役職員が集い、ＪＡ教育文化活動の取り組
みと成果を発表する「全国家の光大会」。記事活用体験発表の部で、地域のため
に自分がすべき自己改革について発表し、みごと志村源太郎記念賞を受賞された
内海光子さんの発表を掲載しました。

話し合いに使えます！

内海さんの発表内容を見て、自分たちにで
きる「自己改革」にはどんなものがあるか
話し合ってもらいましょう！



対談

がんを生きるということ
短期集中
連載

現役がん患者で緩和ケア医の大橋洋平さんと、40代でがんを経験したエッセイ
ストの岸本葉子さんによる対談企画。「がんを生きる」とはどういうことなので
しょうか。お二人が対話しながら考えを深めます。

<P130～133>

話し合いに使えます！

対談記事を読んで、素直
に感じたことを話し合っ
てもらいましょう。一生
のうちに2人に1人ががん
にかかると言われていま
す。がんを自分事として
とらえるきっかけにして
もらい、がんとの向き合
い方をリラックスしなが
ら考えてもらいましょう。

ポジティブに
発想を転換する

例えば、余命は今日明
日と過ぎていく日数を
数えるため、どこか寂
しいものです。しかし、
余命宣告を受けてから
生きてきた日数を足し
ていけば、数字を数え
るのにも前向きになれ
る気がしませんか？
大橋さんが実践する、
こうした「ポジティブ
な発想の転換」が身の
回りに応用できないか、
考えてもらいましょう。



さらっと
解説！

令和時代を読み解くキーワード
キーワード：アグリワーケーション

最近耳にすることが増えた言葉について、雑談しながら理解を深めていくこと
ができるこの企画。第1回目の今回のキーワードは「アグリワーケーション」。農
業×仕事×休暇という新たなスタイルについて、必要な知識を身につけましょう！

<P134～137>

まずは知識をイン
プット！

黙読の時間を取って、ゆっ
くり「アグリワーケーショ
ン」について地域を深めて
もらいましょう

話し合ってもらおう！

自分たちの地域で「アグリ
ワーケーション」を行って
もらうなら、どんな場所が
活用できるか考えてもらい
ましょう！



農業
ＪＡ 農薬のこと、説明できますか？

農業に携わるわたしたちにとって、農薬はとても身近で役立つ存在。
ですが消費者の中には依然として誤解や偏見を持つ人が多いのも事実
です。病害虫や雑草から作物を守り、“日本の食と農業”を縁の下で支
えている農薬について、改めて知り、考えてみませんか？

<P115～120>

読んでみる前に

日々の営農で自分たちはどのくらい農薬を使っています
か？ また、どのような用途を目的に使っていますか？
読む前に一度振り返ってみましょう

読んで知ったことを話し合おう

農薬にたいする自分の認識は、正しいものでしたか？また、
有機農業やオーガニック野菜についてどれくらい知ってい
ましたか？
正しい知識と意識を、グループ内での話し合いを通して共
有してもらいましょう



『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！

今回のごぼう体操は、3の倍
数に合わせて座ったまま足踏み
をする「数えて足踏み」。頭と
体が同時に刺激されて、良い介
護予防になります！集まりや会
議のはじめの時間に、皆さんで
頭と体を動かしてみませんか？

今回のテーマは「『遊び』
と『学び』の境界線は」。子ど
もたちがゲームを通して友達と
交流したり、動画からいろんな
ことを学ぶことのできる現状か
ら、現代の教育について改めて
考えることができます！

疲労がたまりやすい側頭筋
をほぐして頭部のこわばりを解
消できます。マスクを着用した
ままでもできるので、会議の休
憩時間などにいかがでしょう？

座ってできる
「ごぼう体操」で
ずっと元気！
（P90）

SDGsを考えながら
暮らしてみた
（P98～99）

マスク下の㊙顔トレ④
かみしめほぐし

（P49）



①

卵を長く半熟状に保つためには、
ホットプレートの○○機能を使
うとよい。
○○に入る2文字の言葉は？

②

Webサイトを見ていたら突然警
告音が鳴ったため、画面に表示
されたサポートセンターの電話
番号にすぐ連絡した。
この行動、〇か×か？

③

長野県生坂村では、おやきは
元々おやつではなく主食であっ
た。〇か×か？

④

中型獣の中で被害が問題になる
ことが多いのは、アライグマ、
ハクビシン、イノシシ、シカの
四種。〇か×か？

⑤

食料や飼料、生産資材価格の高
騰が深刻ななか、2月25日に農
林水産省は「○○に関する省内
検討チーム」を設立した。
○○に入る6文字の言葉は？

⑥

SDGsの目標の一つである「住
み続けられるまちづくりを」に
は、「働き続けられるまち」を
つくることも含まれる。
〇か×か？

⑦

農薬は危険なので、極力使わな
いことが望ましい。〇か×か？

⑧

「ワーケーション」とは、仕事
の「ワーク」と休暇の「バケー
ション」を組み合わせた造語で
ある。〇か×か？

⑨

認知症カフェとは、認知症とそ
の家族の交流の場であり、介護
や医療の相談をする場所ではな
い。〇か×か？



① 保温 ＜p.16＞

「もっとホットプレート！」では、
通常のこんろよりも温度管理がとて
も簡単なホットプレートの活用方法
がたくさん載っています。料理教室
などでぜひご活用ください！

② × ＜p.42～43＞

「防犯おじさんが教える 田舎の防
犯」では、こうした手口は典型的な
サポート詐欺だといいます。「タス
クマネージャー」を使用して「タス
クの終了」ボタンを押したり、電源
を再起動して対応しましょう。

③ 〇 ＜p.58＞

「やまけんのニッポン郷土食遺産」
で取材した長野県生坂村では、おや
きは元々食事の主役だったとありま
す。そのため、現在も地元の工房な
どでは、通常の倍ほどのサイズの大
きなおやきが生産されています。

④ × ＜p.73～80＞

「獣害から畑を守る」では、被害の
多い中型獣は、アライグマ、ハクビ
シン、タヌキ、アナグマの四種だと
あります（イノシシとシカは大型
獣）。被害を抑えるためにも、中型
獣の行動とその対策を学びましょう。

⑤ 食料安全保障 ＜p. 94＞

食料安全保障とは、全ての国民が、
将来にわたって良質な食料を合理的
な価格で入手できるようにし、それ
を国が保障することです（農林水産
省HPより抜粋）。身の回りの農政に
ついても、『家の光』を活用して勉
強してみませんか？

⑥ 〇 ＜p.100＞

「SDGsを探しに行こう！」では、約
120万の人口を抱える、中国四国地
方最大の政令指定都市・広島市の、
住民自らが地域に必要な仕事をつく
り、課題を解決し、コミュニティー
の再生を進めている仕組みについて
紹介しています。

⑦ × ＜p.115～120＞

「農薬のこと、説明できますか？」
によると、現在の農薬は、法律に基
づいたさまざまな試験で、人や環境
への安全性が検証されてるとありま
す。農薬には、農業生産物を守り、
その品質を維持し、一定の生産量を
確保する重要な役割があります！

⑧ 〇 ＜p.134～137＞

134ページからは、コロナ禍で働
き方が大きく変わり、職場ではない
場所での勤務を望む人が増える中で
生まれた「アグリワーケーション」
という働き方について解説していま
す。これからの時代に必要となる言
葉を学びましょう！

⑨ × ＜p.149＞

認知症カフェは交流の場だけでは
なく、看護師や保健師などの専門職
の人も参加して、介護や医療の相談
をすることもできる場所となってい
ます。


