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ふるさと探訪

さん

のエッセイ
連載 ﹁食﹂と﹁農﹂

甘太くん︵さつまいも︶柚木麻子
あけましておめでとうございます
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今月のおすすめレシピ

冬野菜のリゾット

た

かん しょ

しっと り 滑 ら か 食 感の 高 糖 度 甘 藷

かん

甘 太 くん

※

撮影◎磯野博正

︻大分県豊後大野市︼

文◎編集部

※JA全農おおいた商標登録

福岡県

大分県

コンビニやスーパーで焼いもが販売されたり︑
専門店ができたりと︑焼いもブームが続いています︒

かつては﹁ベニアズマ﹂に代表されるホクホク系が主流でしたが︑

現在のブームを牽引するのは︑ねっとり系人気品種の﹁べにはるか﹂です︒
この﹁べにはるか﹂をじっくり寝かせて︑
甘くスイーツのような美味しさに仕上げたのが

太くん﹂です︒

﹁県で統一した新しいブランドを

大分県内でも有数の甘藷︵さつ

栽培を始めました︒甘藷は貯蔵す

種を導入し︑２００５年から試験

かな﹃九州１４３号﹄という新品

作ろうと︑糖度が高く食感が滑ら

まいも︶産地︑豊後大野市︒穏や

こだわりの
新ブランド誕生

かな気候と阿蘇山の火山灰が蓄積

ると甘みが増し美味しくなるので︑

かんしょ

した赤土と黒土の混ざった土壌は

貯蔵期間や糖度検査など出荷基準

年くらい前︑高齢化により栽培面

Ａおおいた豊肥事業部営農部園芸

商品名で出荷しています﹂と︑Ｊ

た畑の甘藷だけを﹃甘太くん﹄の

を定めて︑品質チェックに合格し

甘藷栽培に適し︑ 年以上もの歴

積は減少し︑販売単価も安く︑生

課 豊後大野班の佐田 望さん︒

史ある産地です︒しかし今から

産が低迷していました︒そんな状
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況のなか︑救世主となったのが﹁甘
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大分特産ブランドの﹁甘太くん﹂です︒

「丁寧に思いを込めて育てた極上のいもです」と、
JAおおいた『甘太くん』部会の佐藤勇夫部会長

豊後大野市
熊本県

宮崎県

％に保ち︑ 日以上経って糖度が

した名前で︑Ｊ Ａ全農おおいたが

﹁甘太くん﹂は一般公募から誕生

会の佐藤勇夫部会長は﹁ 月が収

いるＪ Ａおおいた﹁甘太くん﹂部

試験栽培当初から作付けをして

す︒
﹁タバコ栽培から転換した生

の生産者数は１３５人にも上りま

まった﹁甘太くん﹂ですが︑現在

５〜６人による試験栽培から始

生産者の意識改革で
品質統一

感を味わえます︒

出て︑驚くほどの甘さとしっとり

ん﹂は焼いもにすると蜜がにじみ

貯蔵して甘みが増した﹁甘太く

と︑説明してくれました︒

のったいもから順次出荷します﹂

40

２００８年に商標登録しました︒

いもを切ると出てくる白い液体「ヤ
ラピン」
。表皮に付着すると固まって
黒く変色するので乾かしてからコン
テナに詰めます

ていることからこの名前がつきま

り食味や外観が﹁はるか﹂に優れ

栽培されています︒既存の品種よ

種登録され︑宮崎や茨城などでも

０年に﹁べにはるか﹂の名前で品

また︑
﹁九州 １４３号﹂は ２０ １

の中は常に 〜 ℃︑湿度 〜

専用の貯蔵庫に入れます︒貯蔵庫

日程度畑に置いて乾燥させた後︑

別をしながらコンテナに詰めて３

丁寧に手作業で掘り上げます︒選

こした後︑キズがつかないように

薄いので掘り取り機で土を掘り起

穫最盛期です︒べにはるかは皮が

通常︑甘藷栽培は種いもから生産

をはかりました﹂と︑佐藤部会長︒

リー苗を採り入れて品質の均一化

イルス感染していないウイルスフ

員が品質低下などを引き起こすウ

品質にバラつきが出ないよう︑全

産者が加わり増えました︒そこで︑

した苗を植えつけますが︑甘太く

したが︑さらに手間ひまかけて味
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にこだわったのが﹁甘太くん﹂です︒
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くりに参加するそうです︒高い品

会長︒今では生産者が交代で苗づ

たよ﹂と︑当時を振り返る佐藤部

スフリー苗にするのに３年かかっ

みんなを説得して１００％ウイル

はなかなか導入してくれなかった︒

﹁苗の購入費がかかるため︑初め

して増殖させた苗を植えつけます︒

親株にして︑Ｊ Ａと生産者が協力

組織培養したウイルスフリー苗を

ん部会の生産者は︑県の試験場で

れた佐藤部会長︒

ていきたい﹂と︑締めくくってく

れからもブランドを守る努力をし

特別な思いのあるいもだから︑こ

を目指そうって前向きになれる︒

い︒もっといいものを作ろう︑上

ほめられたりすると嬉しいじゃな

費者から直接〝美味しかった〟と

場関係者の評価が高かったり︑消

海外でも注目されています︒
﹁市

けでなく香港を中心に輸出もされ

ない甘さと食感が好評で︑国内だ

この 年で一躍人気ブランドと

質をみんなで保ち続けようという

なった﹁甘太くん﹂は︑ 月下旬

ツアツでも冷たくしても美味しい

いになっておすすめ﹂だそう︒ア

と﹁ソフトクリームのような味わ

に美味しく︑焼いもを冷凍にする

甘くてしっとりとした食感が抜群

から翌年４月頃まで出荷されます︒
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生産者の団結力がブランドを支え

親しみやすい名前とこれまでに

10

﹁甘太くん﹂をぜひお試しください︒
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ています︒

「1月、2月出荷の『甘太くん』
は一番味がのっていて美味し
いんです」と、教えてくれた
JAおおいたの佐田 望さん

コンテナに詰めたまま畑で３日間ほど自
然乾燥させた後、専用の貯蔵庫に入れ、
温度・湿度管理をして寝かせます
畑に電気柵を張りめぐらせて鹿や
イノシシ、サルなどから守ります

【甘太くん】生産概要（JAおおいた甘太くん部会）
生産者：135名
栽培面積：128ヘクタール
生産量：約2760トン（2018年実績）
主な出荷先：関西、九州（輸出：香港、東南アジア）

● JAおおいた

読 者 から の 応 募 料 理

ホックリ、
さつまいもレシピ

1人分：約320kcal

調理時間：約30分

お弁当のおかずにもおすすめです

さつまいもと豚肉の甘 辛 和え
岩手県・岩泉友枝さん

【材料】4人分
さつまいも…400g 豚肩ロースブロック肉…200g しょうが汁…小さじ1
しょう油…大さじ1 酒…大さじ1 片栗粉…大さじ2
たれ［ しょう油…大さじ2 砂糖…大さじ3 酒…大さじ1 水…大さじ1 ］
黒いりごま…適量 揚げ油…適量
1 さつまいもは5 〜 6cm長さの太めの拍子木切りにする。
豚肉は5 〜 6cm長さ、１cm幅の拍子木切りにし、しょうが汁、しょう油、酒で下味をつける。
2 さつまいもは中温の揚げ油で素揚げ、豚肉は片栗粉をまぶして中温で揚げる。
3 フライパンにたれの材料を入れて中火にかけ、木べらで混ぜながら、とろりとするまで煮詰める。
4 ３に２を加えて全体にからめる。
5 器に盛り、黒ごまをふる。
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ぱらりとしたピラフ風

さつまいもときのこと
ベーコンの
炊き込みご飯
兵庫県・堀ノ内千恵子さん

1
2
3
4

5

【材料】4人分
米…3合 さつまいも…500g
しめじ…1/2パック ベーコン…100g
米は洗って、ザルにあげて30分おく。
鶏がらスープの素…大さじ1
さつまいもは皮ごと1.5cm角の角切りにし、5分水
粉チーズ…大さじ2 しょう油…大さじ3
に浸けてから、水切りする。
砂糖…大さじ3 酒…大さじ2
しめじはほぐし、ベーコンは１cm幅に切る。
炊飯器に米とさつまいもを入れ、しょう油、砂糖、酒、 みりん…大さじ2
塩、黒こしょう…各少々
みりん、塩を入れ、水を３合の目盛りまで入れ、粉
チーズ、スープの素、ベーコンを加えて普通に炊く。
器に盛り、好みでチーズ（分量外）と黒こしょうを
1人分：約560kcal
ふる。
約45分（米をおく時間除く）

味と彩りの変 化が楽しい
デリ風サラダ

さつまいもの
3 色サラダ
三重県・井後ひろみさん

1 さつまいもは皮をむき、ラップに包んで電子レンジ
で柔らかくなるまで加熱し、つぶして塩、こしょうで
下味をつける。
2 アボカドは1cmの角切りにし、半量はつぶす。
3 １を3等分にして、A、B、Cそれぞれの材料を合わ
せて和える。

【材料】4人分
さつまいも…500g
塩、こしょう…各少々
A［ マヨネーズ、
ヨーグルト、
レーズン…
各大さじ2 塩、こしょう…各少々 ］
B［ アボカド…大1個 マヨネーズ…大
さじ4 わさび…少々 ］
C［ たまねぎ(みじん切り)…1/4個分
マヨネーズ…大さじ4 パプリカパウダ
ー、カレーパウダー…各小さじ1 ］
1人分：約300kcal
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調理時間：約20分

間引く苗

Ja nua r y

ったり︑虫に食われてしまったりす

たり︑発芽しても途中で枯れてしま

合︑さまざまな原因で発芽しなかっ

野菜のたねを直まきして育てる場

い決められた株間にしていくことが

しまうので︑生長に合わせて数回行

出てきた時にカバーできなくなって

かったり︑その後の生長で不具合が

摘み取っていく作業を﹁間引き﹂と

てきた芽の中から生育の悪いものを

ているもの︑虫食いの被害があるも

しているもの︑葉の色が薄く変色し

ぎるもの︑茎が細くてヒョロヒョロ

間引く苗は︑小さいものや大き過

大切です︒

いいます︒苗が混みあっていると風

ど料理に利用しましょう︒

間引いた苗は捨てずに︑サラダな

のなどです︒

間引いてしまうと葉が大きくならな

でしっかり行います︒また︑一度に

り︑他の葉にも影響が出てしまうの

通しが悪く︑病気が発生しやすくな

倍ものたねをまきます︒たくさん出

るため︑あらかじめ必要な株数の何

間引きしたらよいのでしょうか︒

どんな苗をどの時期にどのように

苗を残しながら育てていきます︒

たねは多めにまいて︑元気な

次の作業は﹁間引き﹂です︒

たねまきをして芽が出たら

間引き
イラスト◎かとうともこ 監修◎山崎弘一郎
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間引き方

シュンギクやホウレンソウなど多め
にたねをまいて密生している場合
はハサミでまとめて間引いて株間
を調整しましょう。

子葉が小さく密集している場合は
ピンセットを使って間引きます。

間引く苗の株元を指で押さえなが
ら、残す株を傷つけないようにそ
っと抜き取りましょう。

１ヵ所から数株出るので１〜
３回の間引きで1株にします。
たとえば１ヵ所に４〜５粒ま
いた場合は、１〜２回目で3
本に、３回目で1本立ちにし
ます。

生育に合わせて株間が一定になる
ように混み合った場所を数回に分
けて間引き、適切な株間にします。
株元を押さえながら間
引き、まわりの土の表
面をほぐして株元に土
寄せしましょう。

株元を押さえながら間引き、土の表面を指先で円
を描くように軽くほぐして株元に土寄せしましょう。
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次回はサトイモです

3．
煮る

ザルで汁を軽くきって鍋に戻
し、砂糖の半量を加えて木べ
らで混ぜ、溶けたら残りも加
えて水分を飛ばすように混ぜ
る。つやが出てきたら塩を加
えて味を調える。

小豆を鍋に戻し、かぶるくら
いの水を加え、指で簡単につ
ぶせる位になるまで1時間程
煮る。途中、差し水をしてア
クもとる。

撮影◎黒部徹

4．
砂糖を加える

料理◎大森いく子

小豆を洗って鍋に入れ、4倍
くらいたっぷりの水を加えて
強火にかける。

粒あんの煮方

沸騰したら5分程煮てザルに
取り、煮汁を切る。

冬の温かいお汁粉の美味しさは格別ですね︒
粒あんは和菓子などで大活躍︒意外と簡単なのでぜひ手作りしてみましょう︒

火にかける
2．
アク抜き
（渋切り） 1．

●砂糖は小豆が十分柔
らかくなってから加え
ましょう。煮詰めてぽ
ってりさせれば「粒あ
ん」の完成です。
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お汁粉
【材料】4人分
小豆…300g

砂糖…250g

塩…少々

餅…4切れ

小豆は、虫食いしたもの、傷みがあるものを取り除く。
ザルに入れて水洗いし、ゴミや浮いてきた豆を取り除いてから、
右頁を参考に粒あんを煮る。
2 １を鍋に入れて弱火にかけ、湯を加えて好みの濃度にする。
3 餅を焼き、2に加えて器に盛る。
1

◎1人分：約365kcal

11

調理時間：約90分

縁もゆかりもないけれど

﹁食﹂と 第 回
柚木麻子 さん
﹁農﹂の
エッセイ

誌﹁うかたま﹂

と別冊﹁うかたま﹂

絶好の機会である︒農文協刊行の季刊

段は作らない料理にチャレンジする︑

級生との子連れホームパーティー︒普

月１回のペースで開催している︑同

13

た山形のいも煮︑鳥取で生まれた﹁い

新潟発祥の太巻きずし︑言わずとしれ

ることにした︒甘辛いくるみを入れた

介されていた郷土料理を３つ作ってみ

の﹁米のおやつともち﹂にそれぞれ紹

vol.
56

連載

イラスト：今井夏子

12

る︒前述の地域にルーツがあるわけで

もぼた﹂なるサツマイモのおはぎであ

焼き卵︑干瓢︑くるみ︑紅生姜︑ほう

粉をまぶした︒海苔に酢飯を広げ︑厚

し︑すりこぎでつき︑塩を混ぜたきな

炊き︑サツマイモをふかして砂糖と潰

新潟出身の友達から届いた﹁甘辛いく

地に思いをはせることは可能だ︒例の

る︒いつもの食卓で︑まだ知らない土

ゆかりもなくても作ってみる自由はあ

ＩＮＥを見て︑今度是非︑彼女の実家

はなく︑本物を食べたわけでもない︒

の味を食べてみたいと思ったのである︒

なんとなく郷土料理というものは神聖

お重に詰めてパーティーに持って行

るみ︑うまかっただろう？﹂というＬ

くと歓声が上がり︑どんどん料理がは

れん草︑しいたけを巻き込む︒

者に作ってもらう以外で︑味わう方法

な気がして︑その土地に行くか︑出身

はないと思い込んでいたのだが︑体当

いう︒一人だけ配偶者の実家で芋煮を

けていく︒みんな私同様に︑くるみ入

食べたことがあるといい︑私のものと

り太巻きもいもぼたも初めて食べたと

干瓢や乾しいたけを水に漬けた︒新潟

は若干違う︑あっちはカツオ出汁だっ

そうと決まれば︑材料を買い集め︑

出身の友達にＬＩＮＥでどんな味なの

た︑と言っていた︒芋煮一つとってみ

たりで作ってみてもいいのではないか︒

か聞きながら︑くるみを甘辛く煮た︒
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里芋と牛バラ肉を鍋に放り込んだ︒乾

エトセトラブックス

（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。

11月7日発売
「エトセトラ」vol.2
特集「We♡Love田嶋
陽子！」

ても︑作り方は家庭によって千差万別

1981年東京都生まれ。
2008
年、「フォーゲットミー、
ノットブルー」でオール讀
物新人賞を受賞しデビュー。
2010年に同作を含む『終
点のあの子』を刊行。2015
年『ナイルパーチの女子会』
で山本周五郎賞受賞。ほか
の作品に『嘆きの美女』
『ラ
ンチのアッコちゃん』シリ
ーズ、
『伊藤くん A to E』
『本
、
屋さんのダイアナ』
『BUTTER』
、
、
『デートクレンジング』
『マ
、
ジカルグランマ』など。

だ︒つまり正解はないのだから︑縁も

（ゆずきあさこ）

物を煮ていると︑自信たっぷりの旨味

撮影：齊藤晴香

が家中に漂い始める︒当日はもち米を

柚木麻子

実用化に向け研究が進む︻ｉＰＳ細胞︼

京都大学の山中伸弥教授のノーベル生理学・医学賞受賞で
広く知られるようになった﹁ｉＰＳ細胞﹂︒再生医療や新薬
開発への活用が期待されていますが︑治療法や新薬が実用
化されるまでには長い年月を要し︑安定した研究環境を維
持するためには︑多くの方々からの寄付が重要になってい
ます︒全農は︑京都大学ｉＰＳ細胞研究所への寄付に対す
る理解を広げようと︑広報活動での連携をすすめる業務連
携協定を結びました︒
今回は山中伸弥教授に︑ｉＰＳ細胞を利用した現在の研究
や実用化の状況などについてお話をうかがいました︒

ーン研究所博士

Ｓ細胞研究所所長。2012年ノーベル生

などを経て、2010年から京都大学ｉＰ

作製に関する研究で︑２０１２年にノ

く少数の因子を導入し︑培養するとｉ

山中 人間の皮膚などの体細胞に︑ご

な外傷を負った場合には︑失われた神

例えば︑神経が切断されてしまうよう

要な役割を果たすと期待されています︒

から︑新しい医療を実現するために重

ど多数受賞歴あり。

ＰＳ細胞が出来ます︒出来上がったｉ

理学・医学賞を受賞。その他文化勲章な

ＰＳ細胞は︑様々な組織や臓器の細胞

研究員、京都大学再生医科学研究所教授

ーベル生理学・医学賞を受賞されまし

国グラッドスト

たが︑あらためて︑ｉＰＳ細胞とはど

終了（博士）。米

経の機能を再生するために︑ｉＰＳ細

学院医学研究科

胞から作られた神経細胞を移植するな

大阪市立大学大

に変われる能力と︑ほぼ無限に増殖す

山中教授は︑マウスｉＰＳ細胞の

大学医学部卒業、

市生まれ。神戸

るという２つの能力を備えていること

│

1962 年、大 阪

のような細胞なのか説明していただけ

山中伸弥（やまなかしんや）

ますか？

プロフィール

全農はｉＰＳ細胞による新しい医療の
実用化にむけた研究を支援していきます

食と農を考える
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解明や新しい薬の開発も期待されてい

細胞を作り︑それを用いた病気の原因

また︑患者さんの体細胞からｉＰＳ

ります︒

どの再生医療を実現できる可能性があ

健康寿命と平均寿命には 年の差があ

﹁健康寿命を延ばす﹂ことです︒実際︑

たちの研究の大きなテーマのひとつは

山中 人生１００年時代といわれ︑私

います︒

れるようにしたいのです︒

持し︑高度な医療を全ての人に届けら

活用させていただきながら︑研究を維

るまでは︑一般の方々からのご寄付も

少なくありません︒実用化が見えてく

医療や新しい薬の開発などに活用でき

ます︒このようにｉＰＳ細胞は︑再生

齢による細胞の劣化によって引き起こ

ける医療が重要な役割を担います︒加

を実現するためには︑高齢化社会にお

り﹁人生の終末をできるだけ健康に﹂

いのちを守る社会を作るた

大変うれしく思います︒元気な社会︑

からサポートして頂けることになり︑

この度は当研究所の広報活動を全農

るｉＰＳ細胞を使った再生医療の研究

されるアルツハイマー等の病気に対す

いきましょう︒

めにもこれから手を携えて

ｉＰＳ細胞を利用した再生医療や

ると考えられています︒

新薬の開発はいつ頃実現しますか？

│
山中 加齢黄斑変性という目の病気や

っているのでしょう？

思いますが︑なぜ一般からの寄付を募

国や企業などからの研究資金があると

から発した治療法や新薬が

つながります︒ｉＰＳ細胞

足解消や地域の活性化にも

延ばすことは農家の人手不

はありません︒健康寿命を

いのちを守る農業に定年

によって解明された事実が多い反面︑

が始まっています︒ただ︑ｉＰＳ細胞

山中 難病の治療法や特効薬の開発に

１日でも早く実用化できる

ｉＰＳ細胞による医療研究には︑

も進んできています︒

まだ多くの疾患では基礎研究の段階で

は長い年月と資金が必要です︒国から

ことを願い︑全農は京都大

│

パーキンソン病など︑いくつかの病気

あり︑ｉＰＳ細胞による新しい医療を

の資金は使途や期限が限られており︑

についてｉＰＳ細胞を用いた臨床研究

実現するには相当な時間がかかると思

企業は実用化が見えてこないと研究へ

り研究を断念せざるを得ないケースも

の支援が難しく︑途中で資金不足に陥

を支援していきます︒

学ｉＰＳ細胞研究所の活動

特に農村地域は日本全体の平均よ

います︒

りも高齢化が進み︑認知症やアルツハ

│

イマーなどの病気も深刻になってきて
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おすすめ

【作り方】
1 だいこん、かぶ、れんこん、ごぼうは皮をむいて1cm角の角切り
にする。カリフラワーは小さめにほぐしておく。
2 鍋に油を入れて火にかけ、洗わずに米を加えて、3〜4分炒め、
１の野菜を加えて、1分程炒める。

レシピ

そ れ ぞ れ の 食 材 の 味 わいが 溶 け 込 ん でいま す

だいこん…80g かぶ…2個 れんこん…50g ごぼう…1/4本
カリフラワー…1/6株 米…1カップ コンソメスープ…2カップ
牛乳…1カップ オリーブ油…大さじ2 塩、黒こしょう…各適量
粉チーズ…大さじ4 バター…30g
かぶの葉、
れんこん素揚げ…適宜

料理◎大森いく子 撮影◎黒部徹

【材料】4人分

冬 野 菜 の リ ゾット

今月の

3 別の鍋でコンソメスープを熱し、1カップを２に加え、蓋をせずに
中火で煮る。
4 水分がなくなってきたら、熱いコンソメスープを1/2カップずつ足
して混ぜ、煮る。最後に温めておいた牛乳を加え混ぜて煮る。
5 米に少し芯が残っているくらいで火を止め、粉チーズ、バター、
塩を加えてひと混ぜして、器に盛る。
6 刻んだかぶの葉を散らし、こしょうをふり、好みでオリーブ油(分
量外)をかけ、れんこんの素揚げを飾る。

ココがポイント！
白色系の食材で揃えました。
水分量をよく見て調整し、焦がさないように仕上げます。
1人分：約270kcal

調理時間：約40分
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﹁わくわく菜園づくり﹂を毎
号楽しみにページをめくりま
す︒わが家ではこの時期︵

の酪農郷をはじめて知りまし

さんのエッセイ﹁男の腕の見

た︒テレビなどで見る雄大で

せどころ﹂を読んで︑北海道

また︑料理のレパートリー

自然豊か︑美味しい食べ物は

材をどんどん紹介してくださ

が増えました︒特に﹁すぐ使

もちろんですが︑男性の料理

が︑玉ねぎ料理のあれこれを

える料理の基本﹂は大変重宝

い︒

しております︒これからも楽

紹介してください︒
︵埼玉県・北風さん︶

エプロンで食と農を
再発見
食と農を再発見できます︒生

男性と女性が力を合わせて開

拓をしてきたことに納得しま

した︒そして合点がいきまし

食べるつもりで出向いて慌

た︒

ててしまった佐々木さんのお

気 持 ち が と て も よ く わ か り︑

思わず大笑いしました︒

︵大分県・菅美知子さん︶

愛知県・原 正子さん

月号の佐々木譲

東京都・磯﨑千枝子さん

エプロン

エッセイを読んで

︵群馬県・松浦典子さん︶

エ プ ロ ン を 読 ん で い る と︑ しい誌面を期待しております︒ の 風 景 描 写 が と て も 新 鮮 で︑

の部分程の苗を︑そーっと土
産者さんの苦労話を見聞きす

大阪府・山本文子さん

思います︒これからもよい食

て︑健気で愛しく思う程です︒ ると少しもムダにできないと

の中へ︒北風や霜柱にも耐え

す︒１本ずつまるで綿棒の先

月末頃︶玉ねぎの苗を植えま

10

寒さ避けをして春を待ちます

神奈川県・大内慧子さん

10

農はなかなか奥深い

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
「甘太くん」
（5
㎏箱）を20名様にプレ
ゼントします。甘くてし
っとり、抜群の美味しさ
を味わってください。
［今月の表紙］
サツマイモの花

［ 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 ：2020年1月28日（火）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 ：10月号の「王秋梨」には3650通の応募があり東京都
の鈴木さん他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。

4月号 そらまめを使ったレシピ
5月号 セルリーのお惣菜

2020年1月20日
（月）
締切
2020年2月18日
（火）
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。

焼きいもが恋しい季節。
ほくほく派？それともしっとり派？
味と食感の違いをお楽しみください！
ほくほく派は「なると金時」や「紅あずま」
「五郎島金時」など、
しっとり派は「安納芋」や「べにはるか」
「シルクスイート」などがあります。
焼きいもはアミラーゼという酵素が作用する
70℃程の温度を長時間維持することでおいしくなります。
石焼いもが甘いのは遠赤外線効果でじっくり加熱するから。
ＪＡタウンでは各地のさつまいもが勢ぞろい。
煮たり、焼いたり、蒸したり、
自然の甘みを活かした料理で満喫してください！

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

498 2020.1

●JR大阪駅2Fアトリウム広場
（11：00〜18：00）
：2020年1月25日
（土）
・26日
（日）
「奈良の実り」
●JR広島駅
（11:00〜18:00）
：2020年1月17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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