
 

  

  

    

 

 

 

  

  

 

  

  

 

   

  

    

   

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

   

 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

ちょっとだけ自分磨きの旅へ 

春らんまん 

の京都 
 

 

９ 月 号 読 み ど こ ろ 
 

『家の光』読者体験手記           (P42) 

つながる ひろがる 絵手紙のわ           (P43) 

美輪明宏の人生相談             (P45) 

わが家の実験                  (P46) 

 第 18回 家の光 読者エッセイ         (P138) 

 「あなたとわたしの縁側ティータイム」企画  (P155) 

 「子どもの目」企画                        (P155) 

  家の光読者文芸                          (P157) 

  クロスワードパズル             (P158) 

 『家の光』読者アンケート            (P159) 

   

 

「家の光メールマガジン」 
配信を始めました！ 

hikari_mm@q.bmv.jp まで空 

メールをお送りいただくと、自動で配 

信の登録ができます。 

  

表紙の人 

葵 わかな さん 

  

読者投稿募集 

 

 

人口が減り、商店が空き家になり、伝統文化

がとだえ、農地も荒れる。そんな中、地域を引

っぱり、豊富なアイデアで活力を吹き込む事例

が数多く生まれてきています。全国の情熱あふ

れる“スゴイ”５人の事例を紹介するとともに、

「自分の村を元気にしたい！」と思ったときに

どうすればよいのか、地域おこしに詳しい法政

大学図司教授に伺いました。 （Ｐ18～35） 

 

~ 

 

 
〈特集〉 逆境に負けないぞ！ 
 

 年中行事としてすっかり定着した感のあるハ

ロウィーン。玄関や部屋にリースを飾る家も増え

てきました。そこで、飾りのクッキーまで手作り

の、かぼちゃのリングケーキを使った“食べられ

る”リースをご紹介します。デコレーションや飾

りつけなど、子どもといっしょに楽しみながらす

るのもいいですね。 

 

 記録破りの暑さが続く日本列島。農作業中の

熱中症による死亡事故は８月にもっとも多く発

生しています。熱中症にかかる人の８割以上は

７０歳以上の高齢者。知らず知らずのうちに熱

中症にかかっている人も。体内に熱がこもるこ

とで引き起こされる熱中症の発症のメカニズ

ム、予防３つのポイントや対処法などをわかり

やすく紹介します！ 

 
（P50～53） 

美輪明宏の 

人生相談 
ときにきびしく、ときにやさし

く、相談者の悩みに送る愛のメッ

セージ。 

 

（P44～45） 

熱中症対策 

残暑に負けない 

（P10～13） 

多様化する詐欺・ 
悪徳商法に 
注意して 

 

 

 食べられる 

ハロウィーン
リース 

農ライフのすすめ 

米ぬかを畑で徹底活用 

第 1別冊付録 
楽しみながら、物忘れ・認知症を防ぐ 

いきいき「脳トレ」ＢＯＯＫ 

 

会津のインゲンは 

ひと味違う 

エダモンの旅して産直レシピだモン！ 

 おなじみ料理研究家のエダモンこと、枝元なほ

みさんが、各地の農家を訪ねるシリーズ。今回は

福島県会津美里町のインゲン農家を訪れ、とりた

てインゲンで作る地元の定番漬物と素揚げをご

ちそうになります。また、エダモンからは和・洋

２種のおかずや、はね出し曲がりインゲンで作る

絶品「インゲンみそ」のレシピを教わります。 

（P56～62） 

村を元気にする 

スゴイ人 

第２別冊付録 

 

 

 農民作家の山下惣一さ

んと元ＪＡ全中副会長村

上光雄さんのお二人に、

農業やＪＡ自己改革につ

いて語っていただきまし

た。お二人の意見を参考

に、ＪＡ自己改革の議論

を深めていきましょう。 
 

 

 玄米の栄養素のなんと９割以上が含まれて

いる米ぬか。煎ってぬか床を作ったり、パン

やケーキの生地に混ぜたり、食用に利用する

ことの多い米ぬかですが、畑で生きた効果を

発揮することがわかってきました。畑で生き

る米ぬかのパワーとその活用法を紹介しま

す。人にも環境にも財布にもやさしい米ぬか

を使って、畑を元気にしましょう。 

 （P68～73） 

農協改革に喝！ 

賢者が語る農業・ＪＡの未来 

（P74～76） 

人間の能力は、年齢を

重ねても、健康的な食

事、運動、血圧などの健

康管理と脳トレで、維

持・向上できる！ 

そこで脳トレにぴった

りなクイズやパズルを

掲載した「脳トレ」ＢＯ

ＯＫを作りました。 

 

 
 



１０分でわかる！ 『家の光』活用術 
【２０１８年 ９月号】 

普及文化本部  
記事活用促進部 

人が元気で 
地域も元気！ 



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） 



＜特集＞逆境に負けないぞ！ 

村を元気にするスゴイ人 ＜Ｐ18～35＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎地域の活性化はＪＡ自己改革
のテーマのひとつ。読書会や学
習会の材料にお役立てください。
地元で開催されるイベントにア
ンテナをたて、どう関わってい
くか話し合うのもよいですね。 

活用のヒント 

自分の地域を元気にしたい！ 
必要なのはまわりを巻き込む情熱です。 
 

熱意に満ちた人たちが地域を引っ張り、
豊富なアイデアで活力を吹き込む５件の
事例を紹介します。 



＜特集＞逆境に負けないぞ！ 

村を元気にするスゴイ人 ＜Ｐ18～35＞ 

ＪＡも300万を出
資。地域全体にが
んばる住民を後押
しする空気がある。 

ツイッターなど
を使った情報発
信で、人を巻き
込むのが上手！ 

もうけよりも、そ
れぞれの能力の生
かし方を熟慮。 

地域で活躍する人はここにも！ 

＜地域情報版共通企画＞ 

農家カフェをはじめよう！ 

持続性を考えた 
農地の受け渡し
で地域に貢献！ 

＜Ｐ164～173＞ 

 

農作物に付加価値をつけて、そ
の魅力を発信できる農家カフェ。
地元でがんばるお店があれば、
管内のおいしいお店マップなど
を作って応援するのも一案です。 地域の人たちが 

よそから来た人
を拒まない空気
を作っている。 

担当編集者が感じた「ここがスゴイ！」 



この時期にこそ気をつけたい 

残暑に負けない熱中症対策 
＜Ｐ50～53＞ 

 
 

記録的猛暑となった今夏、ふだんの生
活にも農作業にも熱中症対策が欠かせ
ません。予防と対策法を紹介します。 
 

こんな症状が出たら
熱中症の疑いあり！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

活用のヒント 

予防ポイント① 
こまめな水分と 

塩分補給 

予防ポイント②
朝一杯のみそ汁 

応急処置 

◎ＪＡの園芸教室や女性大学など
の講座、読書会におすすめ。予防
のポイントなどを再確認し、日ご
ろの体のケア、家族の健康チェッ
クにお役立てください！  

『家の光』2018年６月号「気象予報士 森田
さんに聞く熱中症の防ぎ方」、2012年7月号
「やさしいハンドメイド・手拭いで作る クー
ルネックスカーフ」も併せてご活用ください。 



＜Ｐ80～81＞ 

季節の変わり目の体調管理に 
＜石原新菜先生の未病クリニック＞

夏の食欲不振 
＜心と体の健康インフォメーション＞ 

ため息のススメ ＜Ｐ130～133＞ 

◎グループ活動での読書会に取り入れたり、健康教室のひとつに加えた
りして、それぞれ紹介しているエクササイズを実践してみましょう。体
や心のちょっとした疲労回復に役立ちますよ！ 

活用のヒント 

 
 

冷房による冷えは食欲不振の原因に。服装
や食事などでできる改善方法を紹介します。 

 

 
 

ため息は体が自律神経を整えているサイン。
呼吸を意識すると気持ちが落ち着きます。 

 

食欲不振を解消する 
エクササイズ 

自律神経が整う
片鼻呼吸法 



＜第１別冊付録＞ 楽しみながら、物忘れ・認知症を防ぐ 

いきいき「脳トレ」ＢＯＯＫ 
ひとりはもちろん、グループ活動におすすめ！ 
 

間違い探しやクロスワードなど、手軽にできるクイ
ズやパズル、体を使ったレクリエーションをまとめ
た１冊。仲間とゲーム感覚で楽しく取り組めるので、
グループ活動におすすめです。 

◎左の問題は、11個の寿司下
駄のイラストから、同じネタ
の組み合わせを探すもの。イ
ラスト系パズルは、グループ
活動の休憩時間はもちろん、
会合の冒頭に行って、場を和
ませるのにも効果的です。 

活用例その１ イラスト系パズル・組み合わせ探し 

おまけのコラム 
脳活レッスンも

楽しい！ 



 

◎言葉を１文字ずつ変えて違う
言葉にする遊び。あらかじめ紙
に３文字の言葉を書いたものを
用意して、グループでやってみ
ましょう！最初と最後の言葉を
決めておいて、時間内に最後の
言葉までつなげられるかを、
チームで競っても！ 

＜第１別冊付録＞ 楽しみながら、物忘れ・認知症を防ぐ 

いきいき「脳トレ」ＢＯＯＫ 
活用例その２ 言葉遊び 活用例その３ ビンゴゲーム 

活用例その４ 私は何？ 活用例その５ コイン回し 

 

◎みんなに質問して、
返ってきた答えから自分
の正体を言い当てるゲー
ム。有名人だけでなく、
女性部長やグループリー
ダーなど、身近な人の名
前を書いてクイズにする
のも一案です。 

 

◎手作りビンゴゲーム。
子どもから高齢者まで年
齢問わず盛り上がれます。 

 

◎コインを隠
している人を
当てます。ミ
ニデイなどに
もおすすめ！ 

ひらめ 
   ↓ 

□□□ 
   ↓ 

□□□ 
   ↓ 

□□□ 
   ↓ 

かれい   



＜Ｐ68～73＞ 

栄養成分の宝庫である米ぬか。 
畑で生かす活用法いろいろ！ 
 

①土壌微生物を殖やし、地力アップ！ 
②有機質資材の分解発酵を促す。 
③豊富な栄養がじわじわ効く。 
④土壌病害虫の増殖を抑える。 

＜農ライフのすすめ＞ 

米ぬかを畑で徹底活用 
活用のヒント 

 

→JAグリーン長野女性
部に30年受け継がれる
ボカシ肥料の作り方。
グループでの取り組み
におすすめです。 
＊【担当編集者より】季
節は問いません。発酵ま
で暖かい時期なら２週間
～１か月、寒い時期なら
２～３か月が目安です。 

 

←米ぬかを使った土
壌還元消毒。JA園芸
教室や生産者グルー
プの学習会にどうぞ。 



＜Ｐ74～76＞ 

だいじに貯めたお金は 
自分たちで守りましょう！ 
 

手口が巧妙化し、いまだに被害が増え続ける詐
欺・悪徳商法。とくに高齢者が被害に遭いやす
いので注意が必要です。最新の手口と、その対
策方法を紹介します。 

＜お助け家計防衛隊＞被害件数はいまだに増加中！ 

多様化する詐欺・悪徳商法に注意して 

◎女性組織、支部グルー
プ、女性大学などの学習
会におすすめです。 
 

◎信用・共済相談会、
「ハッピー マイライフ」
セミナーなどを開催する
さいの資料にお役立てく
ださい。 
 

◎組合員の被害防止を呼
び掛けるため、記事をラ
ミネートして、本店・支
店の窓口に掲示するのも
一案です。 

活用のヒント 



＜Ｐ77～79＞ 

鉢底ネットにアクリル毛糸を結んで作るお掃除スリッパ。
履いて歩けば、ごみがくっついて部屋がぴかぴかに！ 

 

◎手芸教室にご活用ください。時間のかかる
作品なので、おしゃべりを楽しみながら、２
回にわけて開催するのがおすすめです。 
 

＊目が疲れたら「１日１分でOK！ 朝イチ顔ヨガ・目の疲
れが取れない！」〈P86〉を実践しましょう！ 

活用のヒント 

＜やさしいハンドメイド＞ 

アクリル毛糸で作る お掃除スリッパ  

 

◎毛糸の色が暗すぎると、鉢底ネットの黒と同化し
て作業がしにくいので注意。 
 

◎毛糸を通すのが少し大変ですが、超極太を使うこ
とでみっしり感が出ます。 
 

◎制作時間の目安は約半日。難しくありませんが、
手間がかかります。時間をたっぷりとりましょう！ 

ポイント 



＜Ｐ10～13＞ 食べられるハロウィーンリース 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

活用のヒント ハッピーハロウィーンを先取り。 
見て楽しい、食べておいしい“リース”です。 
 

年中行事として定着してきたハロウィーン。 
今年は、リング状に焼いたカボチャケーキ
に、さまざまな飾りつけをした「食べられ
るリース」を作ってみませんか。 

◎インスタ映えするので、フレ 
ミズ世代のグループ活動にいか
がでしょうか。土台のケーキだ
け焼いて、市販のクッキーやク
リームで飾りつけするだけでも
ＯＫ。アレンジは子どもと一緒
にすると楽しいですよ！ 



＜Ｐ64～67＞ 

「食と農のウェブマガジン“pikkari”」では 
毎月「教えて暮らしのマエストロ」の関連動画を配信中です。 
今月は、“中村式しみ抜き術”を紹介しています。 
誌面と併せてご活用ください。 

◎女性大学やフレミズ活動におす
すめ。一人ですべての洗剤をそろ
えるのは大変なので、消毒用エタ
ノールや中性洗剤、小分け瓶など
を仲間と共同購入して、洗浄液を
みんなで分けてもいいですね。 

活用のヒント 

＜教えて暮らしのマエストロ＞ 

驚きの中村式しみ抜き術 
 身近な材料を使った、衣類の汚れ落としの方法を紹介します。  
 食べこぼしや飲みこぼし、化粧品や皮脂汚れ、インク汚れなど 
 ふだんの暮らしで発生するしみの多くはこれで解決！ 



農民作家の山下惣一さんとＪＡ全中・元副会長の村上光雄さんによる、 
農業や農協改革、ＪＡ自己改革についての対談。 
ＪＡやＪＡ自己改革への理解、議論を深めることのできる１冊です。 

＜第２別冊付録＞ 

農協改革に喝！ 賢者が語る農業・JAの未来 

 

◎読書会、学習会にお役立てください。ＪＡ若手職員
の教材にもおすすめです。巻末のクイズは農業の歴史
の振り返りにもお使いいただけます。 

活用のヒント 



①  
 

「村を元気にするスゴイ人」で、
地域おこしに詳しい法政大学の
図司直也さんは、地域おこしに
もっともたいせつなのは「アク
ションを起こす」ことと話して
いる。◯か×か？ 

 

② 
 

「農がたり」で、元マラソンラ
ンナーの増田明美さんが、故郷
千葉県いすみ市のいちばんの産
物として挙げているのはミカン
である。◯か×か？ 

③ 
 

「残暑に負けない熱中症対策」
で、大切なのは水分と塩分補給
と紹介されていますが、おすす
めされているのはスポーツドリ
ンクである。◯か×か？ 

④  
 

「エダモンの旅して産直レシピ
だモン！」で、農家のおすすめ
料理として紹介されているのは
「インゲンとつまみさきいかの
漬け物」である。○か×か？ 

⑤  
 

「米ぬかを畑で徹底活用」で、
太陽熱を使った土壌消毒の方法
で、米ぬかのほかにあと一つ欠
かせないのは水である。○か×
か？ 

⑥ 
 

「お助け家計防衛隊」で、最近
の詐欺・悪徳商法の一つに挙げ
られているのは「結婚相手紹介
サービス」である。◯か×か？ 

⑦ 
 

「みんなでできた！ ＪＡ女性
組織」で、ＪＡぎふ女性部役員
が毎月集まるのは「わやわや会
議」である。◯か×か？ 

⑧ 
 

「生島淳のすぽるぽ」で、夏の
全国高等学校野球選手権大会は
今年で101回めと紹介されてい
る。○か×か？ 

⑨ 
 

「そうだったのか 畑のサイエ
ンス」で市販されている種子の
多くは「生種（きだね）」でな
く、加工が施されていると紹介
されている。◯か×か？ 



① ○     ＜Ｐ18～35＞ 
 

地域おこしは、さまざまな人が複合的
に絡み合って初めて成しうるものです。
図司さんは、村を元気にしたいと思っ
たら、ぜひ地域の人と話し合ったり、
先進地に視察に行ったりしましょう、
とアドバイスしています。 

② ×    ＜Ｐ36～37＞ 
 

地元のマラソン大会で、「いちばん
の産物はわたし！」と言って笑いを
誘っているそうです。そんな増田さ
んの実家は代々専業農家。ご両親が
切り開いたミカン山を走り回って、
ランナーの素質を開花させました。 

③ ×     ＜Ｐ50～53＞ 
 

ダメとは言えませんが、糖分過多の
場合があるので、手づくりドリンク
がおすすめ。また、朝食にみそ汁一
杯を飲むと、水分・塩分を補給でき、
熱中症予防に効果的です。 

④ ×      ＜Ｐ56～61＞ 
 

正解は「インゲンとつまみタラの漬け
物」です。味つきの干しタラのうまみ
を生かした調理で、地域で16年前か
ら愛されている一品だそう。ゆでたい
んげんを水にさらさずそのまま冷ます
のがおいしく作るコツです。 

⑤ ○     ＜Ｐ68～73＞ 
 

米ぬかをまいてよく耕した畑に、土
がどぼどぼになるくらい、たっぷり
と潅水します。こうすることで、微
生物や病害虫が酸素を消費し、酸素
のない状態に。多くの土壌病害虫が
死滅し、増殖が抑えられます。 

⑥ ○     ＜Ｐ74～76＞ 
 

未婚率の上昇や晩婚化を背景に、親
に結婚相手紹介サービスへの登録・
加入を勧める手口です。「子どもさ
んに話すと反対するから、ないしょ
にしてほしい」などと言われたら要
注意です。 

⑦ ×    ＜Ｐ146～149＞ 
 

「がやがや会議」が正解。女性部10
周年を迎え、女性部フェスタのプログ
ラムを自分たちで企画しようと、なん
でも話せる場として発足させました。
予算から出し物まで、主体的にアイデ
アを出し合って決めているそうです。 

⑧ ×        ＜Ｐ88＞ 
 

今年は記念の第100回大会。夏の甲
子園は大正７年の米騒動や、第２次
世界大戦の影響で中止を余儀なくさ
れながらも、長い歴史を歩んできま
した。今年はどんなスタープレー
ヤーが誕生するか楽しみですね。 

⑨ ○   ＜Ｐ202～203＞ 
 

加工を施してあるのは、まきやすく
したり、病気を防いだり、環境の悪
い場所でも発芽しやすいようにした
りするための工夫です。身近な種を
観察してみましょう！ 
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