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3

今月のおすすめレシピ

季節の柑橘のゼリーパフェ

撮影◎磯野博正

︻神奈川県小田原市︼
文◎編集部

期 待の 新 品 種

湘 南ゴールド

小田原市

神奈川県西部は温州みかんなど柑橘類の栽培が盛んな地域です︒
年の歳月をかけて育成したオリジナル品種︒

﹁湘南ゴールド﹂は神奈川県農業技術センターが

爽やかな香りと豊かな甘さ︑清涼感あふれるジューシーな味わいは︑

﹁幸せを呼ぶ新感覚オレンジ﹂のキャッチフレーズで注目されています︒

より多くの人に食べてもらいたいと︑生産量の拡大に取組む︑
主産地のＪＡかながわ西湘を訪ねました︒

０１５年には﹃ＳＧ ﹄という部

豆半島あたりで栽培されている

苗木を管内の柑橘生産者に配って

﹁２００３年から湘南ゴールドの

ド﹂が誕生しました︒

りと味をもつ新品種﹁湘南ゴール

くなるよう改良して︑爽やかな香

の保田喜保さん︒保田さんは湘南

がわ西湘営農部指導販売課指導係

を目指したいです﹂と︑Ｊ Ａかな

ために︑生産量の拡大と安定出荷

立されてきたので︑今後は販売の

会も設立しました︒栽培技術が確

大きく︑果皮は滑らかでむきやす

﹁黄金柑︵ゴールデンオレンジ︶
﹂

育ててもらいました︒実がつき始

おうごんかん

立ち上がり︑ジューシ

が︑手でむくと香りが

厚くむきにくいのです

柑﹂は実が小さく皮が

した︒さらに生産・販売に力を入

有しながら栽培面積を広げてきま

立ち上げ︑生産者の間で技術を共

栽培技術の研究会を２０１１年に

００８年に出荷が始まりました︒

めたのは４年目くらいからで︑２

したが︑現在は約２００名がＳＧ

﹁当初︑生産者は１００名ほどで

ます︒

担当者︶として管内を奔走してい

ＡＣ︵地域の担い手に出向くＪ Ａ

ゴールド導入当初から技術指導Ｔ

湘南ゴールドは︑小田原から伊

成 さ れ ま し た︒
﹁黄 金

﹁黄金柑﹂﹁×
今村温州﹂

静岡県

12
と﹁今村温州﹂を掛け合わせて育

ーで甘みが強い柑橘で

れるため技術研究会を解散し︑２

に所属しています︒目標にして

す︒今村温州を掛け合
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21

わせることで︑果実は

21

山梨県

神奈川県

「香りが全然違いますよ」
とＳＧ21の会長を務める
榎本昌之さん

東京都

いた生産量１００トンは２０１６

年に達成できました︒神奈川県内

では知られてきましたが︑まだま

だこれからです﹂と︑ブランドの

確立に意欲を見せます︒

ます﹂と︑ＳＧ の会長を務める

て寒さにあたると大きな被害がで

では︑収穫時期の２月に霜が降り

しません︒低温に弱く︑露地栽培

にやってくるため︑収穫量が安定

くさん成る年と成らない年が交互

﹁一番の課題は〝隔年結果〟で︑た

簡単にいかないのが現状です︒

星とされていますが︑栽培はそう

べて出荷価格がよいため︑期待の

湘南ゴールドは温州みかんに比

課題は
かく ねん けっ か
﹁隔年結果﹂の性質

ハサミで軸を丁寧にカットして調整します

枝には長く鋭いトゲがあり摘果や収穫作業を阻みます

に手間がかかるのも苦労のひとつ︒

がって伸び︑樹勢が強いので剪定

榎本昌之さん︒さらに︑枝葉が広

21
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皮をむくと爽やかな香りと果汁がほとばしります

月頃に行う摘果作業がとても重要

枝吊りにも手がかかります︒
﹁７

の重さで枝が折れないようにする

ハウスでは大玉になるため︑果実

いのですが︑冷暗所で 日間くら

頃になります︒収穫直後も美味し

露地ものは３月から４月頃が食べ

す︒ハウスものが２月中旬から︑

いと収量が上がりません﹂とのこ

陰の小さな実まで正確に摘果しな

です︒房状にたくさん実がつき︑

てさらに美味しくなります﹂と︑

まろやかになり︑甘みもアップし

い貯蔵してから出荷すると酸味が

果肉は柔らかくてとてもジュー

Ｊ Ａかながわ西湘の保田さん︒

も心地よく︑まさに﹁幸せを呼ぶ

シー︑そして爽やかな香りが何と

売されていますので︑見つけたら

物直売所や都内デパートなどで販

など種類も豊富です︒県内の農産

ドレッシング︑サイダー︑ビール

られています︒ジャムやゼリー︑

余すところなく使って加工品が作

ドは︑香りのよい果皮や果汁など

また︑出荷規格外の湘南ゴール

新感覚オレンジ﹂といえます︒

湘南ゴールドは温州みかんより

12

思われるかもしれませんが︑糖度

﹁色を見ただけでは酸っぱそうと

小さめで︑色はレモンに近い黄色︒

行錯誤が繰り返されています︒

と︒安定生産を目指して︑日々試

10

︵取材 ２０１９年２月上旬︶

ぜひお楽しみください︒
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は ％前後と十分な甘みがありま

生産者への技術指導のため管内を
駆け回るＪＡかながわ西湘の保田
喜保さん

機械で選別した
あと、10日間く
らい冷暗所で貯
蔵して順次出荷
します
【湘南ゴールド】生産概要
生産者：約200名
栽培面積：約16ヘクタール
出荷量：約150トン（2019年実績）
主な出荷先：神奈川、東京

● JAかながわ西湘

読 者 から の 応 募 料 理

早旨！お弁当のおかず

全量（食べる量によって変わります）：約410kcal

調理時間：約20分

タレを使い回して同時に2 品

ささみの味 噌 焼きとかぼちゃのごま和え
埼玉県・松岡典子さん

【材料】作りやすい量
鶏ささみ肉…2本 かぼちゃ…100g 酒…小さじ1 味噌…大さじ1〜2
はちみつ…大さじ1 マヨネーズ…小さじ1 白いりごま…大さじ1
1 ささみは筋を取り、一口大にそぎ切りにして酒をまぶす。
2 味噌、はちみつ、マヨネーズは器に入れてよく混ぜ合わせる。
3 オーブントースターの受け皿にアルミホイルを敷いて１を並べ、
表面に２のタレの2/3量を塗って10分程焼く。
4 かぼちゃは一口大に切り、ラップに包み、電子レンジ（600w）で2分程、
柔らかくなるまで加熱する。
5 ３の残りのタレにごまを加えて混ぜ、４のかぼちゃを和える。
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口の中でだしが広がります

グリーンピースと
高 野 豆腐の卵とじ
岐阜県・後藤佳代さん

1 高野豆腐を湯で戻し、水気を絞って食べやすい大き
さに切る。
2 鍋にグリーンピース、高野豆腐、水、白だししょう油、
みりん、塩を入れ、ふたをして中火で20分程煮る。
3 溶き卵を回しかけ、火を止めてふたをする。
4 卵が固まったら仕上げにねぎを散らす。

【材料】作りやすい量
グリーンピース…30g
高野豆腐…４枚(60g) 卵…2個
白だししょう油…大さじ2
みりん…大さじ1.5 塩…大さじ1/4
水…2カップ 刻みねぎ…適量

全量：約560kcal

調理時間：約25分

コロッと丸めて
サクッとジューシー

豚こまから揚げ
野 菜和え
栃木県・八重樫文さん

1 豚肉にしょうが、しょう油をまぶして下味をつける。
2 １に溶き卵をつけ、片栗粉をまぶし、一口大に丸め
て中温で4 〜 5分、色よく揚げる。
3 ピーマン、にんじんはせん切りにし、もやしと一緒
に油を熱したフライパンで炒め、塩、こしょうする。
4 2のから揚げを３に加え、野菜とさっと混ぜ合わせる。

【材料】作りやすい量
豚こま切れ肉…200g
おろししょうが…1片分 ピーマン…2個
にんじん…100g もやし…1/2袋
溶き卵…1/2個分 片栗粉…大さじ3
しょう油…大さじ1 塩、こしょう…適量
サラダ油…小さじ１ 揚げ油…適量

全量：約770kcal
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調理時間：約20分

植えつけ

Ma r ch

夏 の 風 物 詩 ﹁ ス イ カ ﹂︒

日本では江戸時代から親しまれて

ス イ カ は 極 端 に 連 作 を 嫌 う の で︑ うにします︒また︑雌花が咲いたら

人工授粉をして確実に着果させるの

安なので︑ラベルに授粉日を書いて

も︑つるぼけを防ぐことになります︒

おくと便利です︒栽培時期が高温多

日当たりと排水がよく︑４〜５年は

なので︑畑にポリマルチを張って地

湿なので︑風通しをよくしてべと病

授粉後 日前後︵大玉︶が収穫の目

温が十分に上がってから植えつけを

やうどんこ病︑アブラムシ︑ハダニ

ウリ科の野菜を栽培していない場所

します︒ホットキャップなどをかぶ

など病害虫の発生に注意し︑被害に

を選びましょう︒熱帯アフリカ原産

せて保温をし︑初期生長を促すとよ

あった葉は早めに摘み取って処分し︑

広がるのを防ぎましょう︒

いでしょう︵暖かくなり︑遅霜の心

つるぼけ防止のために︑元肥は控

配がなくなったらはずします︶
︒

えめにし︑追肥で生育を調節するよ

４０００年前には栽培されていた

いますが︑エジプトでは

という歴史の古い作物です︒

人工授粉をして適期収穫がコツです︒

ポリマルチを張り、
ホットキャップをか
ぶせて換気の穴を
あけて保温すると
安心です。
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スイカ

イラスト◎かとうともこ 監修◎山崎弘一郎

本葉4〜5枚で茎が太く、
しっかり根の張った
接ぎ木苗を選びましょう。
植え穴を掘り、根鉢を崩さないように浅めに
植えつけます。土を戻し、株元を押さえて植
えつけた後、たっぷりと水やりをします。

●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）

植え付けの2週間以上前に、
１㎡あたり完熟堆肥1
kg、熔燐（0-20-0）100g、苦土石灰100g（ 前作で
施用していれば不要）
を散布し、深く耕しておきま
す。元肥は植え付けの１週間前に、
１㎡あたり油か
す
（5-2-2など）
または有機配合肥料（6-6-6など）
200ｇを散布し土に混ぜ込みます。生育初期に肥
料が効きすぎると、蔓ばかりが伸びて雌花が付き
にくくなるので、元肥は多すぎないように注意して
ください。また、スイカの元肥にはゆっくりと効く
油かすのような有機肥料が適しています。

●スイカの栽培スケジュール

（ベランダでも畑でも栽培できます）

植えつけ
収

穫
地域によって多少の違いがあります
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人工授粉

摘芯・整枝

親づるが伸びて本葉６〜７枚以上
になったら、先を摘芯します。
わき芽の子づるが30㎝くらい伸び
たら、生育のよい子づる３〜４本を
残し、残りの小づるは摘み取ります。
つるは絡まないように伸ばしてや
りましょう。

授粉は午前中に行います。
雄花を摘んで、18 節目以
降（24節目ぐらいまで）の
雌花に授粉させます。授粉
日をラベルなどに書いて収
穫の目安にしましょう。

追肥

味のよい大きなスイカを収穫
するため、1つるに1果を基本
に形の悪いものなどを摘果し
ます。

摘果
追肥は果実が鶏卵大になった頃に、
１㎡あたりNK化成(16 --0-16)50gを、
0-16)50gを、
蔓の間にパラパラとまいて、土とな
じむように軽く水やりしてください。
果実が肥大するときにカリウムをた
くさん吸収するので、スイカの追肥
には速効性のカリウムを多く含むNK
化成のような化学肥料が適していま
す。

実が大きくなってきたら、果
実の下に泥はねを防ぐために
藁などを敷いてやります。色
むらがなく形のよい美味しい
スイカにするため、2週間に1
度、果実の位置を変える「玉
直し」をしましょう。

収穫

大玉スイカは授粉後40日前後、積算温度は900
〜１000℃になると食べ頃といわれています。実が
ついている節の巻きヒゲが根元まで枯れている、
などの目安とともに適期を見極めて収穫しましょう。
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次回はピーマンです

玉直し

3．
出来上がり

肉や魚などはしっかり焼き上
げてから、照りだれをたっぷ
り煮からめて仕上げる。

少しとろみがついてきたら出
来上がり。

撮影◎黒部徹

4．
からめる

料理◎大森いく子

鍋に照り焼きだれの材料を入
れて中火にかける。

照り焼きだれの作り方

1．
火にかける

沸騰したら中火のまま、３〜
4分煮詰める。

人気の甘辛味の照り焼き︒肉でも魚でも野菜でも︑何にでも合う万能だれです︒
多めに作っていろいろな食材と煮からめて楽しみましょう︒

2．
煮詰める

●ハンバーグや肉団子、焼
き鳥、鰤などの魚、揚げ物
などいろいろ使えます。
お酢を加えるとサッパリし
た味わいで変化がつきます。
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鶏の照り焼き
【材料】4人分
鶏もも肉…2枚

酒…小さじ2 塩、こしょう…各適量 サラダ油…大さじ1.5
長ねぎ…1本 スナップエンドウ…6個
照り焼きだれ［ しょう油、酒、みりん…各大さじ2 砂糖…大さじ1 ］

1 鶏もも肉に酒をふり、10分程おく。
2 １の肉に塩、こしょうし、油を熱したフライパンに皮目を下にして置き、
中火で8分程焼いて皮がきつね色になったら、裏に返して2分程焼く。
3 もも肉を取り出し、フライパンの余分な油をキッチンペーパーでふき取り、
右頁を参考に照り焼きだれを作る。
4 ３に２のもも肉を入れ、たれをからめながら照りが出てくるまで、中火で裏表焼く。
5 ねぎは5cm長さに切り、スナップエンドウは筋を取り、フライパンでしんなりするまで焼く。
6 ４を器に盛り、５の野菜を添える。
◎1人分：約340kcal
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調理時間：約30分

15

るのだから︑どうやらそうでもないら

と思うのだが︑こうした愚問が罷り通

日本人ならば答えはみな同じだろう

うことなく﹁塩握り﹂である︒

なく調理品と訊ねられれば︑これも迷

いつでも﹁お米﹂であった︒食材では

ーを受けたことがあるが︑私の回答は

などという類︵たぐ︶いのインタビュ

一品の食品を持って行けるとしたら﹂
︑

食べたいか﹂もしくは﹁無人島に何か

かつて何度か︑
﹁最後の晩餐に何を

お米が好きである︒

お米︑大好き！

﹁食﹂と 第 回
浅田次郎 さん
﹁農﹂の
エッセイ

連載

イラスト：今井夏子
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供の時分に躾けられた通り︑
﹁いただ

りの米の飯を頂戴している︒むろん子

た結果︑日本人は知的飢餓に陥ったと

てくれのためにお米をないがしろにし

命と体ではないか︒命惜しさと見てく

肥えようが︑しょせんおのれひとりの

べて血糖値が上がろうが︑でっぷりと

えるものだと思う︒お米をたらふく食

日本人の口で︑よくもそんなことが言

しかし二千年もお米で命を繋いできた

避けられ︑文学はゲームと不毛のおし

変え︑議論は闘争の一部とみなされて

た︒哲学は普遍の﹁やさしさ﹂に姿を

日本人の顔に知性が感じられなくなっ

する︒いや︑気のせいではあるまい︒

の中にはバカが多くなったような気が

き︶だのと言われ始めてこのかた︑世

ふと思うに︑お米が毒だの敵︵かた

うがずっとよい︒

リムなバカよりもクレバーなデブのほ

に血糖値が上がり腹も出た︒しかしス

かく言う私もこのごろ︑頓︵とみ︶

すなわち︑愚かしくも命惜しさと見

しい︒むしろ近ごろでは︑お米が毒の

きます﹂
﹁ごちそうさまでした﹂と声

げられるのではなかろうか︒

ように喧伝され︑ダイエットの大敵と

を出して︑感謝することも忘れない︒

れのために父祖の営々と築いてきた日

ゃべりに時間を奪われ居場所をなくし

医学的な理屈はわからぬでもない︒

みなされている︒

本人の食文化を否定するなど︑私には

「大名倒産」上・下 文藝春秋

（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。

思えるのである︒

どうしてもできない︒よって周囲に何
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た︒そうした社会が出現した原因には︑

作家。1951年、東京生まれ。
『鉄道員（ぽっぽや）』(直木
賞 )、『壬 生 義 士 伝』( 柴 田
錬三郎賞)、
『お腹召しませ』
(中央公論文芸賞・司馬遼
太郎賞)、
『中原の虹』(吉川
英治文学賞)、『終わらざる
夏』(毎日出版文化賞)、
『帰
郷』(大佛次郎賞)など、多
彩な作風で多くの読者を魅
了し続けている。2015年、
紫綬褒章受章。2019年、菊
池寛賞受賞。最新刊は『大
名倒産』。

大脳で多くを消費する糖質の不足が挙

（あさだじろう）

と言われようが︑いっさい聞く耳持た

©講談社/森 清

ずに︑三度三度の食事には︑てんこ盛

浅田次郎

タネは命の源︻タネの未来︼

性の高いタネを集めて流通させること

る野菜ではなく︑消滅してしまう可能

2002 年、東 京 生

でタネの流通・販

売を手がける「鶴

頸種苗流通プロモ

ーション」を起業。

畑で野菜を栽培し、

群馬県伊勢崎市の

15歳でタネの会社を起業したわけ」
（家

販売も行う。著書に「タネの未来／僕が

の光協会発行）がある。

https://kakukei-seeds.amebaownd.com/

そもそもタネに注目しだしたのは

まれ。中学3年生

って育てるようになりました︒自分で

ンターで野菜や花のタネを買ってもら

小林 小学校低学年の頃からホームセ

いつ頃からですか？

│

す︒

小林 宙（こばやし そら）

タネを手放すことは未来を手放すこと︒
伝統野菜を守り︑
つなげていきたい
そら

中学生でタネの流通会社を起業した小林宙さんは︑今年４月
で高校３年生になります︒昨年９月に出版した﹁タネの未来﹂
という起業記が話題を呼び︑イベントや講演などでも大活躍︒
全国各地の種苗店を巡って集めた伝統野菜のタネを販売して
います︒
なぜ︑タネの会社を創業したのか︑タネの多様性を守ること
の大切さなど︑奥深くてちょっと複雑な現状を語っていただ
きました︒

かくけい

農薬や化学肥料を使わずに自分で栽培

か？

で︑保存していくことが最大の目標で

した野菜の販売です︒伝統野菜の中で

小林 主な仕事は︑日本中を訪ね歩き

ョン﹂という会社を立ち上げましたが︑

仕入れてきた伝統野菜のタネの販売と︑

も京野菜のようなブランド化されてい

歳で﹁鶴頸種苗流通プロモーシ

プロフィール

具体的にどんなことをしているのです

│
15
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どんどんタネの収集と野菜の栽培には

育てた野菜の味は格別美味しかったし︑
ました︒

いく︑それを事業化していこうと思い

多様なタネを残すことが︑私たち

危機を防ぐためでもあるんです︒

│

小林 日本の野菜の多くは在来のタネ

の未来をつなぐことなのですね︒

ット上には情報がない作物に出会えた

でなく︑Ｆ１品種のタネから作られた

実際現地に足を運ぶと︑インターネ

ホームセンターにあるタネはほんの

り︑地元の人との交流が生まれたりし

まっていきました︒

一部にすぎません︒カタログにないも

ともとあった在来種
︵伝統野菜︶
は年々

ものに変っています︒日本や世界にも

生きるために多様性を守ることが

てすごく楽しいです︒

数を減らし︑何もしなければどんどん

│

のを探し︑伝統野菜と呼ばれる野菜が

必要と訴えていますが具体的にいうと

あることを知ったのは大発見でした︒
時間をみつけては全国の種苗店を訪ね

未来に残したい︒

域の中でしか出回らないし︑何代にも

小林 伝統野菜のタネの多くはその地

と思ったのはなぜですか？

するだけでなく︑全国に流通させよう

ていれば︑ジャガイモが全滅してもマ

モが残る︒ジャガイモとマメを栽培し

が偏った時にその環境に強いジャガイ

暑さに強いジャガイモがあれば︑気候

す︒例えば︑寒さに強いジャガイモと

生きのびる可能性があるということで

を作るのか﹂を選ぶのは私たちです︒

影響が心配です︒﹁何を食べるのか﹂﹁何

かりになると病害虫や異常気象などの

多様性が損なわれて画一的なタネば

起こっていくことを願っています︒

ていこうという流れが︑日本中に巻き

伝統野菜を守っていこう︑作り続け

消えてしまう︒だから僕はタネを守り︑

歩くようになりました︒

…
小林 遺伝的多様性があればあるほど

わたって受け継いできた採種農家がタ

メが残る︒種が多ければ多いほど安心

地方の珍しいタネをコレクション

ネ採りをやめてしまったらその野菜自

というわけです︒

│

体が世の中から消えてしまいます︒そ

を未来に残すために︑なくなりそうな

くなってしまうということ︒伝統野菜

ではの味︑食文化・伝統がすっかりな

育ちません︒多様性を守ることは食料

に強い品種がなくなっていれば作物は

ばいいけど︑氷河期に入った時︑寒さ

今は温暖化で暑さに強い品種があれ

いきたいですね︒

め直し︑地域の食文化や歴史を守って

日々口にしている食べ物のことを見つ

しゅ

れは︑せっかく育まれてきた地域なら

タネを全国規模で流通させて保存して

※著書「タネの未来」と伝統野菜のタネをセットにして5名様にプレゼントします。
応募方法など詳しくは19頁をご覧ください。
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おすすめ

【作り方】
1 耐熱容器に水を入れ、ゼラチンをふり入れてふやかしておく。
2 2種類のゼリーを作る。柑橘は横半分に切って果汁を１カップ分
ずつ別々に搾り、それぞれの果汁にグラニュー糖大さじ2、水
50mlを加えて混ぜる。
3 １を電子レンジ（600w）に20秒かけて溶かし、２に半量ずつ加
えてよく混ぜる。
4 容器をふたつ用意し、３のゼリー液をそれぞれに流し入れ、冷
蔵庫で1時間以上冷やし固める。
5 ゼリーに使った残りの柑橘は、房から果肉を出しておく。飾り用
は皮ごと半月切りにしておく。
6 ボウルに生クリーム、グラニュー糖大さじ1を入れ、ボウルの底
に氷水をあてながら、八分立てに泡立てる。

レシピ

旬 の 柑 橘 そ の ま ま の 味 わいをいた だ き ま す

季節の柑橘
（2種）
…各適量
（果汁1カップ分+果肉）
飾り用の柑橘…適量 生クリーム…200ml グラニュー糖…大さじ5
粉ゼラチン…10g 水…大さじ4

料理◎大森いく子 撮影◎黒部徹

【材料】4人分

季 節 の 柑 橘 の ゼ リ ーパフェ

今月の

7 グラスに6のクリームを入れ、
４のゼリー2種と果肉を交互に入れ、
最後に飾り用の柑橘を上に飾る。
ココがポイント！
日向夏、甘夏、タンカン等、季節の柑橘２種を使ってゼリーを作ります。
果汁が搾りやすいものをゼリーに、飾り用は好みで賑やかにどうぞ。
1人分：約280kcal

調理時間：約45分（ゼリーを冷やし固める時間除く）
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トレにいいんですよね︒節約

に言われますが︑料理って脳
す︒

時はドヤ顔になってしまいま

が美味しい！と言ってくれた

︵三重県・もこもこさん︶

プロンに載るのが目標です︒

い つ か ア レ ン ジ レシ ピ で エ

のため︑安い材料でいかに工
夫して無駄なく短時間に︑し

代になり︑仕事を辞めた

こともあり︑料理教室に通い

東京都・山﨑和子さん

かも美味しく作れるか︒主人

神奈川県・大道久美子さん

始めました︒今さら？と友人

神奈川県・梅原正美さん

お か げ さ ま で ５ ０ ０号

１９７８年８月に創刊した

Ａｐ ｒｏｎ は︑本 号 で 通 巻 ５

００号を迎えました︒愛読し

てくださる読者の皆様をはじ

め︑生産者や関係者など多く
の方々に支えられ長い
間発行を続けてくるこ
とができました︒本当
にありがとうございま
今後も読者の皆様と

した！
共に誌面作りに励みた
いと思いますので︑た
くさんのお便りをお待
︵編集部一同︶

ちしております︒

2020年3月19日
（木）
締切
2020年4月20日
（月）
締切

6月号 たまごが主役のレシピ
7月号 キュウリのお手軽メニュー

50

エプロンに載りたい

読 者 の ひ ろ ば
P L A Z A

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。

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。
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I N F O R M A T I O N

A

写真は
イメージです

湘南ゴールド・・・・・ 20名様

ふるさと探訪で紹介した
「湘南
ゴールド」
（２㎏箱）
です。ジュー
シーで甘味が強く爽やかな味
わいをお楽しみください。

B

祝！創刊500号記念
卓上カレンダー ・・・・・ 250名様

［今月の表紙］
柑橘の花

表面はカレンダーと野菜の花、裏
面はわくわく菜園づくりの卓上カ
レンダー
（2020年4月〜2021年
3月）
です。季節に合わせた12品
種の野菜づくりが楽しめるので
保存版としてご利用ください。

［ 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。

C

●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）
、A、B、Cのうちどれかひとつご希望の
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3月23日（月）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 ：12月号の「日本酒」には2546通の応
募があり福岡県の井上さん他19名が当選されまし
た。おめでとうございます。

小林宙さんの本＆
野菜のタネ ・・・・・ 5名様

なるほど全農で取り上げた小林宙さ
んの起業本
「タネの未来」
と伝統野菜
のタネ
（3種類）
のセットです。

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
（エプロン）
公式Facebook
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Apron webマガジン

検 索

「日本の食を味わう」
公式 Twitterもお楽しみください。

選 んで楽 しい︑食べて美 味 しい
個 性 豊かな 柑 橘 類が続々登 場 します！

1月から5月頃までに収穫される

ちゅうばんかん

温州みかん以外の柑橘類を中晩柑といいます。
中晩柑は形や色、味や食感、香りも様々です。
いろいろ食べてみて、お好みの品種を探してみませんか。
しら ぬ い

甘みが強くて食べやすい「デコポン（不知火）」や「せとか」、
その母親にあたる「清見」はジューシーでオレンジ香が魅力。
主に鹿児島の島々で生産される「タンカン」は
糖度と酸味がしっかりとした濃厚な味が楽しめます。
他にも「湘南ゴールド」や「ゆめほっぺ」など…。
ＪＡタウンでは旬の柑橘を産地直送でお届けいたします！

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

500 2020.3

●銀座三越9Ｆ
（10：00〜18：00）
：2020年3月28日
（土）
千葉県
「長生の実り」
●JR広島駅
（11:00〜18:00）
：2020年3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/

エプロン3月号
（No.500）
2020年3月1日発行 発行人＝落合成年
全国農業協同組合連合会
（JA全農）
〒100-6832 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル
☎03-6271-8055
（広報・調査部） www.zennoh.or.jp
※本誌掲載記事の無断転載を禁じます。
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