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ふるさと探訪

さん

のエッセイ
連載 「食」と「農」

伊予美人 小池真理子
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今月のおすすめレシピ

鮭 と秋野菜 の炊 き込 みごはん

撮影◎磯野博正

【愛媛県四国中央市】
文◎編集部

大 地の 恵 みが 詰 まった

い

よ

び

伊予美人

じん

※

※JA全農えひめ商標登録

愛媛県はさといもを４００年前から栽培している歴史ある産地です。
近年、市場から評価が高く、一目置かれているのが

「伊予美人」というＪＡグループがブランド化をすすめるさといも。

色白でしっとり滑らか、粘りが強く濃厚な甘みが大人気です。

品種導入当時から、生産の中心となっているＪＡうまを訪ねました。

これまで約 年間栽培してきた

に向かって「や

狭く、山から海

面して平野部が

北は瀬戸内海に

脈 の 石 鎚 山 系、

媛県の東端に位置し、南は四国山

Ｊ Ａうまのある四国中央市は愛

すいのも強みです」と、Ｊ Ａうま

を利用できるので、水管理がしや

が重要ですが、田んぼの用水設備

す。さといもは乾燥に弱く水管理

系を確立し連作障害を防いでいま

といも、山のいも、水稲の輪作体

んになりました。この地域ではさ

つさといもと山のいもの栽培が盛

ぼすので、地上ではなく地中で育

まじ風が吹いて農作物に被害を及

並みの強風です。春と秋にこのや

から美しくなってほしい〞という

て丸いさといもを食べて、体の中

「伊予美人は〝愛媛生まれの白く

た。

あるブランド」認定も取得しまし

予美人」と命名され、愛媛県の「愛

号」として誕生。平成 年に「伊

組み、平成 年に「愛媛農試Ｖ２

生産者らが一体となって開発に取

し、Ｊ Ａう ま、Ｊ Ａ全 農 え ひ め、

統を愛媛県農業試験場が選抜育成

主力品種の「女早生」から優良系

おんなわ せ

まじ」と呼ばれ

営農経済部営農販売企画課の妻鳥

「風速 〜 メートルという台風

る局地風が吹き

芳紀さん。

さといも ↓山のいも ↓水
稲の輪作

70

おろす自然環境
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にあります。
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願いから名付けられました。さと
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高知県
愛媛県

香川県

四国
中央市

徳島県

伊予美人の名付け親、
宝利義博部会長

いもは親いもから子いも、孫いも
が生まれ、一株からいかに多くの

くて大きく秀品率が高く、収量が

いますが、伊予美人は孫いもが丸

孫いもができる割合を秀品率とい

す。子いもができる割合を優品率、

利部会長は伊予美人の名付け親で

と、笑顔で迎えてくれました。宝

味はピカイチ、収量は日本一だよ」

長の畑を訪ねると、
「伊予美人の

Ｊ Ａうま特産部の宝利義博部会

９月から翌年３月まで
長期出荷

多いのも特長です」と、妻鳥さん。

ま管内では、ほとんどの生産者が

なるというから驚きです。Ｊ Ａう

りは鋤を使う手掘りと機械を使い

収穫、出荷していきます。掘り取

「９月から翌年の３月まで、順次

一株一株土を落としながら、親い

すき

女早生から伊予美人に切り替え、

ドさといもです。

分けます。いもを掘り上げたあと、

役者の一人です。

もあり、ブランド化を牽引する立

いもをとるかが重要になってきま

一株ずつ土を落として、キズをつ
けないように丁寧に親いも、子い
も、孫いもをほぐしていきます

１個の親いもから 〜 個のい
40

もがつき、 ㎏ 〜２㎏ 位の重さに

30

年々増産されている期待のブラン

1.5
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四国中央市の2018年産業祭で伊予
美人コンテストを開催。東予地方局長
賞を受賞した見事ないも

【伊予美人】生産概要
生産者：400名
栽培面積：約92ヘクタール
出荷量：約2,000トン（2018年実績）
主な出荷先：京阪神、関東、愛媛

● JAうま

ほぐしてひげ根をむしる作業まで

も、子いも、孫いもをバラバラに

ことで、
「伊予美人」生産販売の

体制を整え、選果基準を統一する

「さといもといえば伊予美人とい

さらなる向上を目指しています。

冬場は、いもが凍ってしまうと

ってもらえるのが目標です。
『白く

を行い、選果場に出荷します。

商品価値がなくなるので、畑の畝

きめ細やかな肉質でさといも本来

京都の料亭の方からの評判も良い

の味がする』と、市場はもちろん、

のでぜひ食べてみてください」と、

に土を厚くかぶせて保温してやり

さらに、品種特性を維持し、品

ます」と話します。

質を安定させるため、Ｊ Ａが指導

自信たっぷりの宝利部会長。

そして今春、 四国中央市管内

くうまみがある伊予美人が育ちま

風」に耐えて、柔らかく粘りも強

内の温暖な気候、そして「やまじ

四国山脈の豊かな伏流水と瀬戸

して５年ごとに種いもの更新を行

に東予地区４Ｊ Ａが参加する集出

す。味にクセがないので、どんな

っています。

荷施設「愛媛さといも広域選果場」

料理とも相性抜群。皮をむくのが

面倒と思っている人は、さといも

の両端を切ってラップで包み、電

子レンジで加熱すると簡単にむけ

ます。伊予美人を見つけたらどう

（取材：２０１８年 月中旬）

ぞ味わってみてください。
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をＪ Ａ全農えひめが新設。集出荷
「一度食べたら忘れられない味
ですよ」と、JAうまの妻鳥芳紀
さん

11

JAうまグリーンフェスタで直
径2メートルもある大鍋で郷
土料理の「いもたき」を作り、
伊予美人の美味しさをPR。
「今
回は1000人分仕込みました」
と、陣頭指揮をとる宝利部会
長

読 者 から の 応 募 料 理

さといものお惣菜

1人分：約170kcal

調理時間：約30分

ごはんが食べたくなります

さといもと豚ひき肉のキムチ和え
愛媛県・石丸希望さん

【材料】4人分
さといも…5～6個 豚ひき肉…150g 白菜キムチ…100g
しょう油…小さじ1 塩、こしょう…各適量
オリーブ油…大さじ1 青ねぎ…適宜
1 いもは皮をむいて一口大に切り、水にさらす。キムチは食べやすい大きさに切る。
2 フライパンに油をひき、いも、湯１カップを入れて蓋をし、中火で10 ～15分蒸し煮にする。
3 いもがやわらかくなったら、豚ひき肉を加え、火が通ったらキムチを加えて炒め合わせ、
しょう油、塩、こしょうで味を調える。
4 器に盛り、好みで小口切りにした青ねぎを散らす。
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じゃこも隠れた和 風コロッケ

さといもの
ゆず風味コロッケ
大阪府・深田由美さん

1 いもは洗ってやわらかくなるまで蒸し器で蒸し(また
は電子レンジで加熱し)、皮をむく。
2 ボウルに入れてつぶし、ちりめんじゃこ、すりおろし
たゆずの皮を加え、塩、こしょうで味を調える。
3 約50gずつ団子状に丸め、小麦粉、溶き卵、パン
粉を順につける。12個作る。
4 170度の油で、衣がきつね色になるまで揚げる。
※真ん中にチーズを入れて揚げても美味しい。

【材料】4人分
さといも…10～12個（正味600g）
ちりめんじゃこ…30～40g
ゆずの皮…適量 塩、こしょう…各適量
小麦粉、卵、パン粉…各適量
揚げ油…適量
大葉（コロッケの下に敷く）…適宜

1人分：約280kcal

調理時間：約45分

まろやかなごまの風 味が
しっかりからんでいます

さといもと鶏肉の
ごま味噌煮
群馬県・小池美紀さん

1 いもは洗ってラップに包んで電子レンジで10～15
分加熱し、皮をむき、食べやすい大きさに切る。
2 にんじんは0.5㎜厚さの半月切り、さやいんげんは
4cm長さに切って、両方ともさっと塩ゆでする。
3 鶏肉は一口大に切る。
4 鍋にだし、砂糖、酒、しょう油を入れ、いも、鶏肉
を加えて、中火でやわらかくなるまで煮る。
5 ４に味噌、練りごまを加えて混ぜ、1 ～ 2分煮たら、
にんじん、さやいんげんを加えて混ぜ、火を止める。
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【材料】4人分
さといも…10個（約500g）
鶏もも肉…1枚 にんじん…1/2本
さやいんげん…5本
だし汁…1.5カップ
練りごま
（白）…大さじ3
砂糖、酒…各大さじ2
しょう油…大さじ1 味噌…大さじ2

1人分：約350kcal

調理時間：約30分

クラウン（根元の膨ら
んだ部分）が太くてが
っちりとしたもの、葉
が病気や害虫に侵され
ていないものを選びま
しょう。

苗の選び方

N o vem b er

みんな大好きなイチゴは、
苗から始めるのが手軽でおすすめ。
ちょっとしたスペースがあれば
楽しめるので、好みの品種を
見つけて植えつけてみましょう。

イチゴは本来、冬越し野菜で、秋

●土づくりワンポイントアドバイス

指導：岡本 保（ＪＡ全農 肥料研究室技術主管）

せて子株を作り、翌年の苗にします。

びるランナー（ほふく茎）を根付か

を植えつけ、翌年からは株元から伸

でも栽培できます。初年度は購入苗

なので鉢やプランターなど狭い場所

年以上と時間はかかりますが、小形

いです。植えつけから収穫まで、半

さや乾燥に弱いですが、寒さには強

目覚め、開花・結実します。夏の暑

で休眠し、春の気温の上昇とともに

にできた花芽が冬の寒さにあうこと

翌年からは子株で増やせます。

クラウンに生長点があるので、土に埋めないように
浅めに植えつけます。また、イチゴの実はランナー
と反対側につくので、ランナーの向きをそろえると
同じ側に実がつき収穫がしやすくなります。

植えつけ

穫

植えつけの2週間以上前に、
１㎡あたり完熟堆肥
1kgと苦土石灰100g
（ いずれも過去1年以内に施
用していれば不要）を散布し、深く耕しておきま
す。
元 肥 は 定 植 の１週 間 前 に 、１㎡ 当 たり 油 か す
（5-2-2など）200ｇまたは化成肥料（8-8-8）100g
を散布し、土に混ぜ込みます。

（ベランダでも畑でも栽培できます）

●イチゴの栽培スケジュール

植えつけ

う。

よい場所で甘いイチゴを育てましょ

らたっぷり水やりして、日当たりの

乾燥と過湿を嫌うので、土が乾いた

って人工授粉をすると効果的です。

受粉がうまくいかないときは筆を使

を 収 穫 す る こ と に も つ な が り ま す。

れないので傷みを防ぎ、きれいな実

進みます。また、果実が直接土にふ

らをしてやると地温が上がり生育が

2月頃にマルチフィルムや敷きわ

収

イチゴ
イラスト◎かとうともこ 監修◎山崎弘一郎

地域によって多少の違いがあります
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追肥

マルチング

追肥を終えたら、枯れた下葉や伸びたランナーを摘み取ってきれいにして
黒色（透明）のポリマルチを張りましょう（マルチは穴があいていないも
のを選ぶと張りやすいです）
。雑草を防ぎ、地温が上昇して生育も進みます。
プランターの場合はわらや腐葉土を敷いてやりましょう。
開花後、約1 ヵ月で収穫を迎えます。
赤く熟したものから順次収穫していき
ましょう。虫や鳥に食べられないように
ネットなどを張るといいですよ。

収穫が終わった株（親株）からランナーが盛んに伸
びてくるので誘引して根付かせます。子株をたくさ
んつけますが、1番目と先端の方の子株は使わず、2
番目や3番目の大きさのそろった子株を次の苗として
畑に仮植えするかポットに植えつけて育苗します。
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次回はQ＆Aです

収穫

子株作り

追肥は冬を越して茎葉が再び活
動を始める直前に、１㎡あたり
NK 化 成（16-0-16）40 g を 施
用し軽く土と混ぜます。

揚げ油を180度の高温に熱し、
ポテトを入れて強めの中火で
揚げる。全体がこんがりキツ
ネ色になったら取り出し、油
をきる。

揚げ油を140 ～1 50度の低
温に熱し、ポテトを入れて菜
箸でゆっくり混ぜながら3 ～
4分揚げる。竹串が刺さるく
らいになったら一旦取り出す。

撮影◎黒部徹

3．
低温で揚げる

料理◎大森いく子

4．
高温で揚げる

フライドポテトの作り方

1．
切る

じゃがいもは皮をむいて1 ～
1.5 ㎝ 角 の 拍 子 木 切りにし、
30 ～ 60分ほど水にさらす。

おやつやおつまみに大人気のフライドポテト。
じゃがいもの美味しさがたっぷり味わえる揚げ方をマスターしましょう。

2．
水気をふく

ざるに上げて水を切り、ペー
パータオルでしっかり水気を
ふく。

●水にさらしてシャキッと
させ、低温と高温の二度揚
げで表面はカリカリ、中は
ホクホクに仕上がります。
皮付きでくし形に切ったり、
サイコロ状にしたりなど好
みの切り方でも楽しめます。
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フライドポテト３種
【材料】作りやすい量
じゃがいも…3～4個 揚げ油…適量
青のり、カレー粉、粉チーズ、塩、こしょう…各適量

1

右頁を参考にじゃがいもを揚げる（右頁のじゃがいもの品種は男爵）
。
3種類のフライドポテトを作る。
●青のり+塩(メークイン) 皮をむいて縦に7mm角の棒状に切る。
1度目の低温での揚げ時間の目安：3分程
●カレー粉+塩(キタアカリ) 皮のまま縦8等分のくし切りにする。
1度目の低温での揚げ時間の目安：5分程
●粉チーズ+こしょう(男爵) 小ぶりのいもを皮のまま縦半分に切る。
1度目の低温での揚げ時間の目安：10分程

2

揚げたいもに、青のり、カレー粉、粉チーズに塩またはこしょうを混ぜた
ものをそれぞれ好みの量まぶす。

◎全量：約510kcal
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調理時間：約15 ～20分（水にさらす時間除く）

11

で、私が実家を訪ねるたびに母は変わ

認知症がひどくなり施設に移る直前ま

続ける人生を送った。最晩年、老いて

ぬまで私たち子どもや父に食事を作り

のが当たり前だった時代に生まれ、死

私 の 母 は、
「オ ン ナ が 食 事 を 作 る」

ない。

も似通ってくるのは食の習慣かもしれ

娘は母親に似る、と言われるが、最

生命の連鎖

「食」と 第 回
小池真理子 さん
「農」の
エッセイ

連載

イラスト：今井夏子
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からず、強烈な不安にかられながらも、

な味噌碗の中に何が入っているのかわ

とがあった。ぐつぐつと沸騰した大き

できた味噌汁が闇鍋さながらだったこ

最後になったのだが、食卓に母が運ん

うとしてくれた。今から思うとそれが

らず台所に立ち、何かしら料理を作ろ

と料理を作り続けている。５日分の献

いうわけか、私は今も毎日、もくもく

し、などと叫んでいたものだが、どう

くなれ ……
の時代だった。
そうだ、そうだ、その通り、異議な

立せよ、自分自身を磨け、もっと美し

に時間を奪われず、オンナたちよ、自

日食事を作る必要はない、料理なんぞ

代を生きた。オンナだからといって毎

き時代に、母が毎日作ってくれた素朴

私の作るものは、昭和のあの旧き佳

く食している。

間をかけないシンプルな調理でおいし

い献立。不自然なダイエットはせず、

のものを中心にした栄養バランスのい

ろ主食は基本的に有機玄米。野菜と旬

わかっている。そのため、ここのとこ

てしまう。そんな人生を長く続けてき

能的に身体が動き、台所で調理を始め

目の前に娘や夫、客人がいれば、本

んだことがない。

者が訪ねて来て外食する時以外は、休

く。仕事や旅行で留守にしたり、編集

立をたて、スーパーに食材を買いに行

ェミニズムもへったくれもなく、ただ、

けているわけで、こうなるともう、フ

私は母のまねをしながら食事を作り続

な家庭料理と変わらない。気がつけば、

新鮮で安全な食材をまんべんなく、時

私は黙って余さず食べた。

た母が、人生の最終章に至りながら娘

ただ、生命の連鎖の不思議を感じるば
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かりである。

（社）日本ペンクラブ会員に
よる「食と農」に関するリ
レーエッセイコーナーです。
さまざまなジャンルの著名
な文筆家の皆さんが登場し
ますので、どうぞお楽しみ
ください。

夫も私も 代半ばを超え、食習慣が

文藝春秋

寿命を決める、ということが怖いほど

「死の島」

一方、娘の私は、フェミニズムの時

作 家。1952 年 生 れ、東 京
都出身。
『恋』で直木賞受賞。
ミステリー、恋愛小説、エ
ッセイと、短編の名手とし
て多方面で活躍し、柴田錬
三郎賞、芸術選奨、吉川英
治文学賞等を受賞。

ずにいられただろう。

撮影：秋元孝夫

60

に作ってくれたものを、どうして食べ

（こいけまりこ）

小池真理子

地域活性化につなげる【農泊】

泊まる、
味わう、
体験する、
楽しむ

「農泊」で日本の魅力を再発見！

全農では今年度から、人々が農山漁村に滞在し、地域の自然や伝統文化、農林漁業などに
ふれあう「農泊」の事業化に取組んでいます。地方へ人と消費（需要）を呼び込み、元気
な地域社会づくりを支援することが目的です。農家の支援や宿泊予約サイトの運営、空き
家や古民家の改装・維持管理などを事業化し、インバウンド（訪日外国人旅行者）や体験
を重視するコト消費などを農山漁村に取りこみ、地域活性化につなげていきます。

営む民宿や古民家を活用した宿泊施設

が詰まっています。農家が

「楽しむ」の旅の三大要素

泊には、
「泊まる」
「味わう」

かのような、どこか懐かしく、充実し

も満喫でき、まるで田舎に里帰りした

な体験も可能です。地元の人との交流

いったアクティビティなど、さまざま

ど加工品の手作り、カヌーやボートと

農作業、そば打ちやバター、ジャムな

った動きも期待できます。

村の魅力を知った若者が移住するとい

に繋がることや、農泊を通じて農山漁

設として活用する等、町おこしの動き

の所得向上をはじめ、空き家を宿泊施

が増えれば、民泊で受け入れる農家ら

農

などに滞在しながら、農山漁村に流れ

た時間を過ごすことができます。

都会より地方を訪れる人が増え、自然

２０１８年で３０００万人を突破し、

インバウンドの動向に目をやれば、

る時間をただただゆったりと楽しむの

大きな可能性を秘めています。訪問客

こうした農泊は、農山漁村にとって、

もよいですし、地域の食材を使った農
家レストランでの食事や、農産物直売
所での買物、稲刈りや芋掘りといった
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ト消費」
のニーズが高まっています
（２

体験ツアーや農業体験など「地方型コ

ンフラが十分に整っていないという課

しい状況です。宿泊施設の不足などイ

耕作放棄地を農業体験農場に整備する

農泊施設として維持・管理するほか、

多くの人々が農泊を楽しむことが、

農山漁村の活性化につながります。季

などの取組みも進めていきます。

ではのネットワークと強みを活かし、

節は、野山も色づく収穫の秋 ――
。も
うひとつのふるさとを見つけに、農泊

そこで全農では、Ｊ Ａグループなら

受け入れ側の体制整備を支援します。

題もあります。

ただ、農山漁村には日本ならではの

宿泊や農業体験がウェブ上で予約でき

０１９年度版観光白書）
。農泊にとって、

暮らしや食べ物、風景など豊富な資源

チャンスが到来しているといえます。

があっても、それらを外に発信する動

15

にでかけてみませんか。

【番組の概要】
１. 番組名：農泊しようよ！
２. 放送局：ＴＯＫＹＯ ＦＭ
（※関東ローカル放送ですが、スマートフォンアプ
リ「WIZ RADIO」を使えば、全国どこでも聞く
ことができます。アプリのダウンロードはこちら→
https://www.wizradio.jp/）
３. 放送日時：毎週土曜日 午前9：55 ～ 10：00

る「農泊ネット」を開設し、地域の情

ラジオでも魅力発信
10月から全農が提供するラジオ番組「農泊しよう
よ！」も始まりました。パーソナリティーの川瀬良
子さんが各地の農泊を実体験してレポートする他、
農泊の魅力を語れるゲストも登場します。ぜひ、
聞いてみてください。

報を発信。空き家や古民家を改修し、

全農が運営する農泊ポータルサイト「農泊.net」
（https://nohaku.net/、１０月３１日オープン）で
は、農泊に取組む日本全国の地域を軸に、その地
域の個性あふれる宿泊施設や飲食施設、農作業を
はじめとする体験プログラム等の情報を掲載して
いきます。こうした各地の豊富な情報を知ること
ができるだけでなく、宿泊施設については、お気
に入りの宿が見つかればすぐに予約が出来るよう、
予約ページへ遷移する「予約ボタン」も用意。イ
ンターネット上で予約できる宿泊施設は、どんどん
増える予定です。全国各地の様々な農泊情報が楽
しめる「農泊.net」を、ぜひご利用ください。

きが乏しく、どこでどんな体験ができ

「農泊.net」
開設

るのかといった情報を集めることが難

日本で唯一！農泊の情報集めた

おすすめ

【作り方】
1 米は洗い、ざるにあげて水気をきる。
2 鮭はざるに並べて塩小さじ1/2をふり、10分程置く。
3 れんこんは皮をむいて5mm厚さのいちょう切りにし、水でさっと洗って
水気をきる。ごぼうは皮をこそげて大きめのささがきにし、水で洗って水
気をきる。舞茸は食べやすく手でほぐし、しめじは根元を切って食べや
すく1 ～ 2本ずつにほぐす。
4 ボウルに酒大さじ1、みりん、しょう油を入れて混ぜ、３を入れて混ぜ、
10分程置く。
5 ぎんなんは鬼殻を割って中身を取り出し、少量の熱湯に塩を入れてぎ
んなんを入れ、穴あきおたまの底でぎんなんを混ぜるようにして薄皮を
むく。
6 炊飯器に米を入れて水を加え、酒大さじ2、塩小さじ1/3で調味して４
をつけ汁ごと加え、上に鮭を並べ、ぎんなんを散らし、ふたをして普通
に炊く。
7 菊は花びらをほぐし、塩を入れた熱湯でゆでてざるにあげて冷まし、水
気を絞る。
8 ６が炊き上がったら鮭を取り出し、皮、骨を取り、粗くほぐして戻し入れ、
菊を散らして全体を混ぜ、器に盛る。

撮影◎榎本修

生鮭…2切れ れんこん…150g ごぼう…80g 舞茸…1袋
（100g）
しめじ…1袋
（100g） ぎんなん…12個 食用菊
（黄）
…3～4個 米…2合
水…360ml 酒、
塩…各適量 みりん…大さじ2 しょう油…大さじ2

レシピ

秋 の 味 覚 を 贅 沢 にいた だ き ま す

料理◎大庭英子

【材料】4人分

鮭 と 秋 野 菜の炊 き 込 みごはん

今月の

ココがポイント！
野菜ときのこは炊く前に下味をつけておきます。
食用菊で彩りとほのかな香りを加えました。
1人分：約430kcal

調理時間：約30分（炊飯時間は除く）
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大阪府・谷野尚美さん

神奈川県・蒲谷恵子さん

ェなどの特集をよく目にしま

大きなかき氷やフルーツパフ

できると思いました。

ナルなメロンのトライフルが

ッピングしたりして、オリジ

方を教えて喜ばれました。

も美味しくて、友達にも作り

ナムルを作りました。とって

使う、今まで作っ

レシピはメロンを１個丸ごと

りました。

頂くレシピ、とても参考にな

季節のフルーツを美味しく

菜です。

まったビタミンいっぱいの野

不細工でも、愛がいっぱい詰

家で作った野菜はどんなに

す。８月号の今月のおすすめ

たことのないデザ

（福岡県・年川志賀代さん）

（長野県・風鈴さん）

トマトのナムル？

ートでした。メロ
ンの緑が涼し気で
とても興味深かっ

ております。８月号を開いて

号楽しみにしています。特に

エプロンを手にするのを毎

野菜に感謝して
残さず食べる

エーッ！でした。なんと、ト

毎月エプロンを心待ちにし

１人分の量が調

マトがナムル？びっくりでし

たです。
整できたり、自分

佐賀県・福島幸子さん

トをもいで、冷たく冷やして

（群馬県・松浦典子さん）

残さず食べたいと思います。

ら食卓に並んだ野菜に感謝し、

ます。命の大切さを思いなが

のなどはとても美味しく感じ

て作ってくれた野菜やくだも

生産者の方々が愛情をこめ

もとても印象的です。

大切さを伝えようとする様子

くさん伝わってきます。食の

のモノ作りに対する情熱がた

になり、冊子を通じて生産者

たが、早速、裏の畑からトマ 「ふ る さ と 探 訪」は 大 変 勉 強

の好きなものをト
愛知県・坂下昭美さん

最近、テレビ、雑誌などで

季節のフルーツを
美味しく頂く

読 者 の ひ ろ ば
P L A Z A
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I N F O R M A T I O N

写真はイメージです

今月はふるさと探訪で紹介
した
「伊予美人」
（ 4㎏）
を20
名様にプレゼントします。し
っとり滑らかで粘りが強く、
うま味たっぷりのさといもを
お楽しみください。
［今月の表紙］
サトイモの花

［ プライバシー保護について ］
エプロン誌に投稿・申込みいただ
いた読者のみなさまの個人情報
は、発送やお返事、誌面、ホーム
ページでの紹介に使用させていた
だきますのでご了承ください。ま
た、これらの個人情報は前記の目
的以外には使用しません。

●応募方法 ：ハガキに郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号、
エプロン誌の入手先（○○スーパー○○店など）、プレゼント名を
書いてご応募ください。本誌への感想もお寄せください。当選発
表はプレゼントの発送をもってかえさせていただきます。
●締切 ：2019年11月28日（木）当日消印有効
●あてさき：〒101-8691 日本郵便㈱神田郵便局私書箱16号
「JA全農エプロンプレゼント」係
●応募数 ：8月号の「キスミーメロン」には3807通の応募があり
大分県の後藤さん他19名が当選されました。おめでとうございます。

お 便 り 、わ が 家 の 味 を 大 募 集
毎月変わるテーマに合わせた
「わが家の味」
を募集しています。分量や手順は正確でなくてもかま
いませんので、
どしどしご応募ください。また、
ＡｐｒｏｎＰＬＡＺＡへのお便り、絵手紙などはいつでも
ご応募をお待ちしております。掲載分には薄謝を進呈いたします。

2月号 自慢の鍋料理
3月号 早旨！お弁当のおかず

2019年11月20日
（水）
締切
2019年12月20日
（金）
締切

あてさき 〒10１-００４８ 東京都千代田区神田司町2-21
㈱日本制作社「エプロン編集部」係
本誌の定期購読をご希望の方は12ヵ月分の送料1,000円
（現金書留または定額小為替）
を添えて
編集部までお申込みください。

Apron WEBマガジンのお知らせ

食と農のWEBマガジン「Apron」を開設しています。
web限定の家庭菜園記事や3年分のApronバックナンバーを掲載中。
プレゼントの応募もできますので、ぜひアクセスしてください。

https://apron-web.jp/

Apron webマガジン

Apron
（エプロン）
公式Facebookもお楽しみください。
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検 索

「日本の食を味わう」
公式 Twitter 始めました。

ふっくらと 粘 りのある食 感 、白 くてつやピカ
産 地 自 慢の新 米 を 取 り 揃 えました！

秋も深まり、甘い香りの新米をいただく、
それだけで幸せな気分になります！
ネーミングも凝ったご当地自慢のオリジナル銘柄が
ＪＡタウンにも続々登場。
食感、粒の大きさなど特徴が異なるので、
いろいろな銘柄を食べ比べて実りの秋をお楽しみください。
新米は水分が多く柔らかいので、
やさしく研いで水加減は少なめにすると、
さらに美味しく炊き上がります。
今年も新米をいただく喜びを
ＪＡタウンでぜひどうぞ！

JAタウンはJA全農が運営するインターネットショッピングモールです。
詳しくはJAタウンのサイトをご覧ください。 www. ja-town.com

JAタウン

検 索

JA全農がプロデュースする生産者と生活者をつなぐ交流の場「みのりみのるマルシェ」を開催します。
当日は現地ＪＡの担当者や生産者が、その土地ならではの美味しい食べ方などを紹介、販売しますのでぜひお越しください。

みのり
みのる
マルシェ
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●銀座三越9Ｆ
（10：00～18：00）
：2019年11月17日
（日）
広島県
「芸南の実り」
●JR大阪駅2Fアトリウム広場（11：00～18：00）
：2019年11月9日（土）
「鳥取の実り」
2019年11月16日（土）
・17日（日）
「岐阜の実り」
●JR広島駅
（11:00～18:00）
：2019年11月1日
（金）
「広島の実り」
詳しくはみのりみのるプロジェクトホームページをご覧ください。www.minoriminoru.jp/
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