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連載 「食」と「農」

八反錦 （酒米） 松本侑子
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今月のおすすめレシピ

ローストチキン

たん

にし き

う まい 酒 は う まい 米 か ら

はっ

八反 錦

撮影◎磯野博正

【広島県安芸高田市】

文◎編集部

広島県

私たちが普段食べている米は「うるち米」、
餅やおこわなどに用いられるのが「もち米」
、
そして日本酒造りに使われるのが「酒米」です。
広島県を代表する酒米が「八反錦」（酒造好適米 ）
※です。

ＪＡグループ広島では高品質な酒米を安定供給するため、

酒米生産に適した地域を団地化し、その地域にあった品種の栽培をすすめています。

※酒米の中でも特
に酒造りに適した
品種のこと。詳しく
は「なるほど全農」
（p14～15）
をご覧
ください。

県内４ＪＡの
酒米団地で適地適作

て、それぞれの産地の特長を活か

しながら高品質の酒米を生産し、

酒造会社からの期待に応えていま

件も限られます。Ｊ Ａグループ広

かかり難しいうえ、産地の環境条

広がります。夏場は昼夜の寒暖差

０メートル前後の山間に田んぼが

「中国山地のほぼ中央、標高３０

す。

島では、
「稲作の栽培期間である

が大きく、冬には積雪も多いとこ

酒米の栽培は通常の米より手が

５月から 月の平均気温が ℃前

る日当たりのよい地域であるこ

の温度差が大きく、豊富な水があ

後で、酒米が成熟する時期は昼夜

『八反 号』や『雄町』
、県のオリ

す。当産地では、八反錦を中心に

川が流れ、水量も豊富で清らかで

ろです。北部に中国地方一の江の
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と」という条件にあった地域のみ
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を酒米団地に指定しています。現

まち』などの品種を栽培していま

ジナル品種『千本錦』や『こいお

35
在、県内４Ｊ Ａの酒米団地におい
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歴史ある産地のひとつＪＡ広島北部の高宮酒米部会を訪ねました。

「農業が趣味なんだよ」
と、笑顔で対応してく
れた㈱羽佐竹農場の松
川秀巳社長

岡山県

島根県

安芸高田市
山口県

右されるからね。八反錦の強みは、

収穫時期が早い、価格が値ごろ、

うまいの三拍子だよ」と、株式会

社羽佐竹農場の松川秀巳社長。価

格が値ごろという点については、

いかに栽培にかかるコストを抑え

るかという生産者の努力の賜物と

酒米とうるち米を合わせて約

いえます。

のが特徴です。草丈が長く倒伏し

白く見えるでんぷん質）が大きい

造りに必要な心白（米粒の内側に

酒米はうるち米より大粒で、酒

にしている。肥料を無駄遣いする

で、生育のバラつきをなくすよう

な場所に必要な量を施肥すること

変施肥田植え機を導入して、必要

で、土壌診断センサを利用した可

によって土壌の養分が違う。なの

へクタールを栽培する松川社長。

やすいため、天気予報が気になっ

ことがなくコストを抑えることが

「同じ１枚の田んぼの中でも場所

てしようがないといいます。

ーズンだから特に気がもめる。早
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前半はよくても後半は台風にやら

ＩＴを利用した最先端の技術も意

ってきた経験と勘、それに加えて、

歴史ある産地の生産者として培

れたりと、出来は天候に大きく左

生、中生、晩生の品種があるから、

できる」とのこと。

「収穫時期の９月、 月は台風シ

す」と、Ｊ Ａ広島北部営農部の青

50
杉勝利次長。

コンバインで収穫後、作業場に運んで乾燥・調製作業をします
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大粒で心白が大きい八反錦
（左）とコシヒカリ（右）の
玄米

ＪＡの 酒 米 専 用 ラ
イスセンターに収
穫した籾が次々と
運ばれ、乾燥・調
製・保管されます

【酒米】生産概要
生産者：179名
栽培面積：約258ヘクタール（八反錦166ヘクタール）

● JA広島北部

更なる高みを目指している松川社

欲的に導入して、酒米産地として

が 〜 ％くらいありますから、

います。収穫したての籾は水分量

長です。

酒米の最適水分量である ・５％

25

要に基づく計画生産のため、こう

酒米は全てが酒造会社からの需

に網目の大きさを変えてふるいに

低下を防いでいます。そして、地

した細かな仕上げまで徹底させる

Ｊ Ａ広島北部では、品種別の適

域の生産者が収穫した酒米を、Ｊ

ことで、お互いの信頼関係と絆を

かけ、粒の均一化もはかっていま

Ａのライスセンターで引き受けて

す。

います。

強めています。

られているのです。酒の肴ととも

い酒となって私たちのもとに届け

込められた生産者の情熱が、うま

してくれました。酒米一粒一粒に

農業が趣味なんだよ」と笑顔で話

まないんだ。たばこも吸わない。

最後に松川社長は「実は酒は飲

「酒米専用のライスセンターで品

期の田植え、稲刈りを徹底し、特

部の青杉次長。さらに、品種ごと

調製を行います」と、Ｊ Ａ広島北

を目標に時間をかけて丁寧に乾燥
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に温暖化による高温障害や収量の

専用ライスセンターで
乾燥調製
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にしみじみと味わいたいですね。
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種ごとに乾燥・調製・保管をして

「日本酒をたくさん楽しんで
ほしい」と、ＪＡ広島北部の青
杉勝利次長

読 者 から の 応 募 料 理

おすすめ酒の肴

1人分：約150kcal

調理時間：約20分

大 人も子どももスナック感覚で手が伸びます

ささみのカリカリフライ
大阪府・神元節子さん

【材料】4人分
鶏ささみ…6本 片栗粉…適量 塩、青のり粉…各適量
揚げ油…適量 きゅうり、
リーフレタス…各適宜
1 乾いたまな板に片栗粉をふり、ささみを置き、上からも片栗粉をふり、
麺棒で平らになるまで薄く延ばす。
2 揚げ油を中温に熱して１を手で大きくちぎりながら入れ、途中裏に返しながら、
ゆっくり、カリカリになるまで揚げて取り出す。
3 ２に塩をふって、器に盛り、青のり粉をふる。
4 食べやすく切ったきゅうり、レタスを添える。
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重なり合うジューシーな旨み

かぶとカキの
ベーコン炒め
京都府・小倉真紀さん

1 かぶは茎を1cm程残して葉を切り、皮をむいて縦
半分に切り、さらに縦4等分のくし形に切る。葉は
塩ゆでして、冷水にとって水気を絞り、２～３cm長
さに切る。
2 カキは塩水でふり洗いして水気をきり、水気を拭い
て塩、こしょう各少々をふる。
3 ベーコンは1cm幅に切る。
4 フライパンに油大さじ１を熱し、かぶを入れて中火
で両面を色よく焼いて取り出し、油大さじ１を足して
小麦粉をまぶしたカキ、ベーコンを入れて中火で焼
きつけ、かぶ、かぶの葉を加えて混ぜ、塩小さじ
1/3、こしょう少々で調味して器に盛る。

【材料】4人分
かぶ…小４個 カキ…8個(160g)
ベーコン…60g
塩、こしょう、小麦粉…各適量
オリーブ油…適量

1人分：約270kcal

調理時間：約20分

日本 酒にもワインにも

れんこんの
洋 風和えもの
愛媛県・松田美紅さん

1 クリームチーズは室温に戻す。
2 れんこんはピーラーで皮をむき、スライサーで薄い
輪切りにして酢水にさらし、水気をきる。
3 フライパンに油を熱し、れんこんを入れて炒め、か
つお節、しょう油を加えてよく混ぜ合わせ、クリー
ムチーズを加えて和え、器に盛る。
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【材料】4人分
れんこん…200g
クリームチーズ…40g
しょう油…大さじ1
オリーブ油…大さじ1

1人分：約80kcal

かつお節…5g

調理時間：約15分

Q1

Decem b er

今年一年、野菜作りの出来は

A

いかがでしたでしょうか。

Q2

失敗やちょっとしたコツなど

避けて、㏗5程度の土壌に調整し、種イモは無病
のものを購入して植えつけましょう。

みなさんのどうして？なぜ？を

カリ性だと発生しやすいといわれています。連作を

イラスト◎かとうともこ 監修◎山崎弘一郎

参考にしてみてください。

土壌中に残っていた病原菌が原因と
思われます。そうか病は土壌がアル

菜 園 Ｑ ＆Ａ

種イモに病原菌が付着していたり、

Ｑ＆Ａで紹介しましたので、

A

ジャガイモを収穫したら、イ
モの表面にかさぶた状のもの
ができてしまいました。知り
合いに「そうか病」だといわ
れましたが、対策方法を教え
てください。

トマトのわき芽は必ず手でか
き取らないといけないのです
か？

トマトのわき芽は生長が早いので、
小さいうちにかき取ります。トマトは
ウイルス病にかかりやすく、感染し
た株に使用したハサミを使いまわすと、液汁を介し
て感染することがあるので、きれいな手でかき取り
ましょう。手袋やハサミなど消毒してきれいにした
ものは使用しても大丈夫です。

Q3

A

とう立ちしてしまった野菜を食べること
はできますか？

コマツナ、チンゲンサイ、ハクサイなどアブラナ
科の野菜などは、とう立ち菜として利用できます。
収穫しそびれたり、ハクサイが結球しないなど失
敗しても、抜き取らずに冬越しさせて、春にとう立ちして蕾が出
てきた頃、柔らかい花茎を摘み取って食べることができます。ほ
ろ苦い、春ならではの味が楽しめるのは、家庭菜園をしている人
だけの特権です。花が咲く前のネギ坊主も食べられますよ。
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Q4

A

作物の生長に合わせて追肥を
するといいますが、どこに施
したら効果的ですか？
追肥は早く効果があらわれることが

大切なので、有機質肥料ならボカシ
肥などの発酵済みのものを土とよく

混ぜてから施すとよいでしょう。施す場所は作物の

株元ではなく、根の先端近く、畝の肩や株間など
に施します。マルチを張っている場合はマルチをは
がして施しましょう。

Q5

A

人工授粉のコツを教えてくだ
さい。
野菜の花はだいたい午後には萎れて

しまうので、なるべく花が新鮮なう
ちに授粉してやると結実しやすくなり

ます。晴れた日の早朝、遅くても9時頃までに作業

を終わらせます。雄花を摘み取って、雄しべの花
粉を雌花の雌しべの先端に優しくつけてやります。
小さな花の場合は筆などを使ってもいいですね。

Q6

A

トマトの苗を買いに行ったの
ですが育ちすぎて2段目の花
までついてしまっています。
あきらめるしかないでしょう
か？

トマトの苗は第1花房の最初のつぼ
みか2花くらい咲いたものが植えつけに向いていま
す。これ以上育ってしまうと養分が花や実に使われ
るので、新しい根が出にくくなってしまいます。対
処法としては、第2花房までついているのなら、第
1花房をすべてとってしまいましょう。花が全部咲
いてしまっていたら、茎に近い方の花を取って2 ～
3花残します。こうすることで養分が根に回るよう
になります。苗を手に入れたのにすぐ植えつけられ
ず、第2花房までついてしまった場合でも応用でき
ます。第2花房くらいまでなら、あきらめないでト
ライしてみてください。
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次回は「間引き」です

3．
裏返す

鬼すだれに最初に焼いた面を
下にして縦長に置き、横1㎝
幅に表面に５～６本切り込みを
入れ、手前から巻き込む。両
端を輪ゴムで留め、巻き終わ
りを下にして冷ます。

周りが少し乾いて薄く焼き目
がついてきたら、玉子焼き器
の横からフライ返しを入れて
裏に返し、弱火で3分程焼く。

撮影◎榎本修

4．
巻く

料理◎大庭英子

すり鉢にはんぺんをちぎりな
がら入れ、すりこ木でよくす
り混ぜる。砂糖を加えて混ぜ、
酒、しょう油、塩を加えて混ぜ、
卵を割り入れてなめらかにな
るまですり混ぜ、万能こし器
でこす。

伊達巻きの作り方

1．
すり混ぜる

玉子焼き器に油を熱し、卵液
を流し込み、弱火にし、バッ
トなどで蓋をして8分程焼く。
火の通りが均一になるように
中心、上下と玉子焼き器を動
かしながら焼く。

巻物に似ていることから、知識を深める縁起物とされてきた伊達巻き。おせちに欠かせない一品ですね。
はんぺんを使い、玉子焼き器で手軽に作る方法を紹介します。

2．
焼く

●すり鉢の代わり
にミキサーまたは
フードプロセッサ
ーを使うと簡単で
す。
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伊達巻き
【材料】1本（14×20cmの玉子焼き器1台）分
卵…3個 はんぺん…60g 砂糖…大さじ3 酒…大さじ1
薄口しょう油…小さじ1/2 塩…少々 サラダ油…少々

1

右頁を参考に伊達巻きを作り、8等分の輪切りにして器に盛る。
～伊達巻きの活用～
伊達巻きの甘みとふわふわの食感を生かして、和風に限らず、
さまざまな料理にアレンジして使えます。
●すまし汁やうどんに
食べやすく切って、具材としてそのまま加える。
●太巻き寿司やちらし寿司に
玉子焼きの代わりに伊達巻きで作る。
●サンドイッチに
食パンの耳を切り落とし、マヨネーズに練り辛子を混ぜたものを
たっぷり塗って伊達巻きを挟む。

◎1本分：約315kcal
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調理時間：約30分

「食」と 第 回
松本侑子 さん
「農」の
エッセイ

私の子ども時代は昭和 年代、ふる

﹃赤毛のアン﹄
の保存食

12

塩漬けにした梅を日に干し、一つ一つ、

のです。庭の梅で梅干を作るときは、

噌にはない、麹のいい香りに驚いたも

ました。町のスーパーで売っている味

た大豆から作った味噌を器に盛ってい

ぶりにして味噌倉へ行き、自分で育て

生まれの曾祖母が手ぬぐいを姉さんか

あり、台所に味噌がなくなると、明治

農家で、蔵のとなりに小さな味噌倉が

さとの出雲ですごしました。母の里は

40

連載

イラスト：今井夏子

12

しげで満足そうでした。

母の顔は真剣でありながら、どこか楽

さおに干していました。そうした曾祖

かんぴょうの大きな丸い実は薄くそぎ、

虫食いの豆をとりのぞいていました。

る自家栽培の小豆は、むしろに広げて、

長い菜箸でひっくり返し、あんこにす

のつもりで、うっかりカシス酒を出し

アナを招いたお茶会で、ラズベリー水

酵させたカシス酒。アンは、親友ダイ

（すぐり）の果汁をイーストで自家発

ュースにしたラズベリー水、カシ ス

ます。ラズベリーの果汁を甘く煮てジ

アンを育てるマリラも保存食を作り

く、遠く思い返されるのです。

祖母の味が懐かしく、心からありがた

じみと心打たれながら、いまは亡き曾

働き者の女性たちの知恵と工夫にしみ

せと保存食をこしらえたのです。昔の

発酵、砂糖煮、天日干しにして、せっ

食糧を長く持たせるために、塩漬け、

冷蔵庫がない時代の女性は、大切な

畑の青菜と煮て食卓に出しています。

肉を塩漬けにして保存し、食べる時に

実をつんで砂糖煮に。飼っている豚は、

またマリラは、野生林檎やプラムの

て酔っぱらわせて騒動になります。

私は『赤毛のアン』シリーズの全文
訳をしています。第一巻は、親のない
アンが、独身で生きてきた兄妹（ 代

牛からしぼった乳は、保存するために

のマシュー、 代のマリラ）に引きと
られ、それぞれが初めての愛を知り、

乳も発酵させてチーズをこしらえます。
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幸せになる小説です。この物語の魅力

松本侑子

乳脂肪分に塩をまぜて発酵バターに、

（まつもとゆうこ）

の一つは、手作りの暮らしが心豊かに
描かれることです。

文春文庫

60

作 家・翻 訳 家。1963 年 生
まれ。『巨食症の明けない
夜明け』ですばる文学賞、
評伝小説『恋の蛍 山崎富
栄と太宰治』（光文社文庫）
で新田次郎文学賞。日本初
の全文訳『赤毛のアン』シ
リ ー ズ 全 8 巻（文 春 文 庫）
刊行中。毎年、カナダ『赤
毛のアン』プリンスエドワ
ード島ツアーを企画・同行
解説。2020 年 6 月 4 日～ 6
月10日の第18回ツアーを
受付中。

（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。

日本初の全文訳・訳註付

「赤毛のアン」

50

日本酒造りに適した米【酒造好適米】

酒造り専用米として
１００品種以上が栽培されています

米を原料とする日本酒の起源は、水稲栽培が始まったとされる約２０００年前にさかのぼります。
食べて美味しい米があるように、日本酒を醸すための特別な米があります。
その中でもとりわけ醸造適性の高いものを「酒造好適米」と呼びます。
全国で１００品種以上の酒造好適米が栽培され、
香りや味わいなどバラエティ豊かな日本酒が誕生しています。

「愛国」
「亀の尾」など収穫量や耐冷性

になるので、美味しい日本酒を造るた

の製造において、多すぎると雑味の元

るタンパク質やビタミン等は、日本酒

酒造好適米と食用の米の大きな違い

に優れた食用の在来品種が開発されま

めには表層部分を削る必要があるとさ

質が多く含まれ、組織のすき間が多い

は、粒の大きさと米の中心の「心白」

す。日本酒は米のでんぷんを麹が分解

れます。酒造好適米は、削りやすくす

部分です。酒造好適米は炊いて食べる

戸時代以降、米の品種改良

し、できた糖を酵母によって発酵させ

るため粒が大きくなるように品種改良

とパサつきを感じますが、酒造りでは

が行われるようになり、明

ることで作られますが、
「雄町」を代

されてきました。また、米の中心の白

江

表とするいくつかの品種は酒造りへの

くて不透明な部分「心白」はでんぷん

の大きさです。米の表層部分に含まれ

適性が高かったため、酒造り専用米と

治に入ると
「雄町」
や
「神力」

して作られるようになっていきました。
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の生産量の 〜 ％とみられ、さらに

「心白」だけを削り出して造った日本

はタンパク質の含有量が少ないので、

しやすいメリットがあります。
「心白」

さと探訪」で紹介した広島県の「八反

山錦」
、岡山県の「雄町」
、本誌「ふる

割を占めます。この他、長野県の「美

の２品種で酒造好適米全生産量の約６

れている「五百万石」があります。こ

種類は２万種類にも及ぶといわれてい

全国に酒蔵は約１５００軒、お酒の

です。

ら１％ほどしかない大変貴重な米なの

栽培が難しく収量が少ないことなどか

酒造好適米となると、食用の米よりも

北陸地方を中心に全国で幅広く栽培さ

酒は雑味の少ない味わいになります。

錦」など、全国で１０７品種（２０１

麹菌の菌糸が入り込みやすく、繁殖が

普段私たちが食べている米の精米歩

みませんか。

料理とお酒のマリアージュを楽しんで

合は ％ですが、本醸造酒は ％以下、

原料米ですが、その生産量は日本の米

美味しい酒造りになくてはならない

ます。自分好みの日本酒をみつけて、

3

７年度）が栽培されています。

下と定義されています。より多く精米

吟醸酒は ％以下、大吟醸酒は ％以

した白米を低温でゆっくり発酵させる

酒蔵からのニーズが多い品種には、

「TOKYO Z1」
誕生

ことで、特有の芳香（吟香）を有する
ようになりますが、手間やコストがか
かるため、値段も当然高くなるという
わけです。なお、近年では酒造りの技
術が向上し、あえて磨きを抑えた米で
醸すことで、米のうまみを生かした芳
醇な味わいを売りにする商品も登場し
ています。中には、食用と同じ精米歩
合 ％の商品もあります。

兵庫県で生まれた「酒米の王様」と呼
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2

農 林 水 産 省によると世 界 的な日本 食ブ ームで、
2018年の日本酒の輸出量は26,000㎘とこの10年
で倍増し、日本酒の全出荷量の5％となっています。
輸出先は71ヵ国にも及び、日本酒の味わいは世界
中の人々から愛され、求められるようになってきて
います。
JA全農インターナショナル㈱では、小澤酒造㈱、
日本酒類販売㈱とともに、輸出専用日本酒ブラン
ド「TOKYO Z1（ゼットワン）」を開発し、今年7
月からロンドンで販売を開始しました。これに先立
ち2018年9月には、大阪の堂島麦酒醸造所が英
国ケンブリッジシャー州に清酒醸造所を開所。JA
全農インターナショナル㈱が納入した日本産の酒
米を原料として、清酒が造られています。海外で
現地生産される清酒への酒米供給を通じて米の輸
出拡大にも取組んでいます。

70

50

ばれる「山田錦」と、新潟県で生まれ

輸出専用ブランド

60

90

90

おすすめ

溶かしバター…大さじ3 じゃがいも…小4個 にんじん…1本
ブロッコリー…1株 塩、
こしょう…各適量 砂糖…大さじ1
オリーブ油…大さじ2 ローズマリー、
イタリアンパセリ
（飾り用）
…各適宜

【作り方】
1 鶏肉は縦の骨にそって切り込みを入れて開き、塩小さじ1.5、こしょう
少々をふる。

撮影◎榎本修

にんにく
（薄切り）
…2片分 しょうが
（薄切り）
…1片分
イタリアンパセリ
（みじん切り）
…大さじ3
ローズマリー、
タイム
（手でほぐす）
…各2～3枝
ローリエ
（手で裂く）
…2枚 レモン汁…1/2個分
白ワイン…大さじ2 オリーブ油…大さじ3

レシピ

ハ ー ブ の 香 り が 味 のエッセ ン ス で す

A

料理◎大庭英子

鶏もも骨つき肉…4本

ロ ース ト チ キ ン

今月の

【材料】4人分

2 １をボウルに入れてAを加えて手で揉み込み、途中上下を返しながら、
40分～ 1時間程置いて下味をつける。
3 オーブンの天板にオーブンシートを敷き、２の皮目を上にして間隔をあけ
て並べ、200度に熱したオーブンの中段に入れて、途中溶かしバター
をハケで塗りながら、30分程色よく焼く。
4 じゃがいもは洗って皮のまま耐熱皿にのせ、ラップをふんわりとかけて
600wの電子レンジで6分程加熱し、半分に切る。フライパンに油を
熱してじゃがいもの切り口を下にして強めの中火で両面を焼き、塩、こ
しょう各少々をふる。
5 にんじんは皮をむいて1cm厚さの輪切りにして星型で抜き、鍋に入れ
てひたひたの水、砂糖、塩少々を入れてふたをして中火にかけて煮立
ってきたら、弱火にして10分程柔らかくなるまで煮る。
6 ブロッコリーは小房に切り、塩ゆでしてザルにあげる。
7 器に３の鶏肉を盛り、４、５、６を付け合わせ、ローズマリー、イタリア
ンパセリを飾る。

ココがポイント！
下味をしっかりつけてから焼きます。
溶かしバターを塗りながら焼くことで、皮がカリッと焼き上がります。
1人分：約520kcal

調理時間：約45分（下味をつけ置く時間除く）

16

17

イチオシの料理レシピ
エプロンの記事の中で、私

てみようかなと、ついその気

近な食材や季節の野菜で作っ

りが親切でうれしいです。身

（大分県・うすきのみっちゃ

くお願いします。

素敵です。これからもよろし

手作りできるメニュー紹介は

なりました。手軽に気さくに

でくれたので、一層うれしく

ぞわが家の味やな」と、喜ん

ってきました。

生産者の方々の気持ちが伝わ

ネ ー ミ ン グ も と て も 素 敵 で、

なんてきれいなんでしょう！

オレンジ色で目にも鮮やかで、

緑色の皮なのに中身の果肉が

探 訪 の「み え の 一 番 星」は、

噌炒め」にチャレンジ。いつ

９月号は「なすと豚肉の味

神奈川県・妹尾敦子さん

ワンポイントアドバイスや料

神奈川県・張沢美紀さん

理の基本を教えてくれる気配

のイチオシは料理レシピです。 にさせられます。

もは即席のたれを

ん）

接種した豚肉を食べても人の体に影

ただきたいです。生産者さん、

の味を比べながら美味しくい

多く出回ってきて、それぞれ

これからの季節は柑橘類が

絡ませるけど、今
回はレシピを見て

日本のくだもの
大好き！

人に感染することはなく、ワクチンを

頑張ってください。日本のく

HPをご覧ください。

調 味 料 を 手 作 り。

豚コレラは、豚・いのししの病気で、

‼

詳しくは農林水産省

赤ピーマンが無か

昨年国内で豚コレラが発生し、ワク

だもの、大好きです

国産豚肉をお楽しみください。

可愛らしい星の形の花の表

正しくご理解していただき、美味しい

ったのでミニトマ

チン接種による予防が始まりました。

（茨城県・小田部潤子さん）

響はありません。また、店頭に並ん

紙が目に留まり、初めてエプ

「豚コレラ」について

ロンを読みました。ふるさと

でいる豚肉は安全です。

トで代用。帰って

お 知らせ

きた息子が「これ

佐賀県・伊藤やす子さん

読 者 の ひ ろ ば
P L A Z A

18

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八反錦を原料とし
た日本酒「超特撰特等酒（賀茂鶴）
（
」1.8ℓ）
を20
名様にプレゼントします。ふくよかな香りと深いコ
ク、喉ごしのよさをお楽しみください。

［今月の表紙］
コメの花

［ 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12月25日（水）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 ：9月号の「三重南紀みかん」には3889
通の応募があり福島県の北村さん他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。

3月号 早旨！お弁当のおかず
4月号 そらまめを使ったレシピ

2019年12月20日
（金）
締切
2020年 1 月20日
（月）
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。

味はもちろん、大きさや色などもさまざまです。
お好みのりんごをお楽しみください！

「つがる」や「きおう」など、
ＪＡタウンでは9月からりんごの販売を行っています。
爽やかな酸味の「ジョナゴールド」、
長野県を代表する品種の「シナノスイート」
「シナノドルチェ」、
その他「紅玉」
「秋映」
「王林」などさまざまな品種が続々登場しています。
12月にピークを迎えるのは、日本で最も有名な「ふじ」。
甘みが強く、ミツもたっぷり。
袋掛けをしないで育てた「ふじ」は「サンふじ」といいます。
そのまま生で、ジャムやジュースにしても、
カレーなど料理の隠し味にも。
ご贈答やご家庭用に、おいしくて重宝する
りんごのご購入はＪＡタウンにお任せください。
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

497 2019.12

●銀座三越9Ｆ
（10：00～18：00）
：2019年12月7日
（土）
福岡県
「筑前あさくらの実り」
●JR広島駅
（11:00～18:00）
：2019年12月6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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