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ふるさと探訪

山形セルリー
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さん

のエッセイ
連載 ﹁食﹂と﹁農﹂

片川優子

今月のおすすめレシピ

ビビンバ

撮影◎磯野博正
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文◎編集部

柔 ら か な 風 味で
瑞々し く ︑葉 先 まで 美 しい

山 形セルリー

新潟県

宮城県

山形市

以来︑半世紀以上︑自家採取された種子を伝え︑

﹁セルリー﹂はセロリ︵ celery
︶をフランス語訛りで読んだものです︒
ＪＡ山形市のセルリー栽培の歴史は１９６８年に遡ります︒

難しいとされるセルリー栽培の技術を確立して︑東北随一の産地となりました︒

さらに未来を見据えてプロジェクトを立ち上げ︑新たな担い手の育成など︑

ー﹂は︑市場や消費者から高い評

地域に根付いてきた﹁山形セルリ

ましたが︑試行錯誤を繰り返し︑

に栽培ハウス 棟と共同育苗ハウ

をすすめました︒２０１９年まで

どを借り受け︑栽培施設の団地化

木公俊課長は︑
﹁市内の休耕田な

山形セルリーの新たな飛躍が始まっています︒

ＪＡならではの仕組みづくりで生産者をサポートしています︒

価を得るブランドに成長しました︒

始めました︒当初は売

市内でセルリー栽培を

を学び︑翌年から山形

生産者の下で栽培技術

培の神様﹂と呼ばれた

が︑当時﹁セルリー栽

ルリーに着目した若手生産者４人

く栽培が難しいといわれていたセ

１９６８年︑まだ馴染みがうす

Ｊ Ａ山形市経済部農業振興課の鈴

２０１４年に立ち上げられました︒

みらい基地創生プロジェクト﹂が

グを組み︑
﹁
﹃山形セルリー﹄農業

ルリー部会の生産者とＪ Ａがタッ

まれるほどに︒危機感を強めたセ

た﹁山形セルリー﹂の継承が危ぶ

大きく落ち込み︑先人たちが育て

ピークに生産者の高齢化とともに

しかし︑出荷額は１９９７年を

すれば初期投資の壁も低いので︑

制度が確立され︑団地施設を利用

ハウスを貸し出しています︒研修

らい︑２年間研修したのちに栽培

ン生産者に研修生を受け入れても

伝承です︒２０１４年からベテラ

新たな担い手の育成と栽培技術の

しました︒プロジェクトの目的は

共同で使える農業機械などを整備

ス１棟︑地下水をくみ上げる井戸︑

若い後継者・
新規就農者の
チャレンジを支援

福島県

り先もなく困難を極め
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78

秋田県

山形県

「農業はがんばっただ
けの成果がでるので、
やりがいがある」と、
生産者の会田洋一さん

暑さに弱いので朝５時から収穫。
鎌で一株ずつ刈り取りながら調整、
袋詰めしていきます。
収穫しているのは
「ひめセルリー」

受け入れ︑ 歳代から 歳代の若

これまでに８人の新規就農者を

ます﹂と︑説明してくれました︒

非農家出身の就農者も定着してい

タを管理できるシステム︵ＩＣＴ︶

内の温度︑湿度︑照度などのデー

１７年にスマートフォンでハウス

得するのは至難の技︒そこで２０

を導入しました︒ベテランから新

ベテランの技術がデータで見え

い後継者︑就農者が増えたことに

ることにより︑ノウハウの共有化

人まで生産者全員のデータを共有︑

﹁デリケートな管理が欠かせない

より︑今後も産地として維持でき

セルリー栽培を︑わずか２年で習

比較することができます﹂

40

る見通しがたったそうです︒
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とともにリスクも回避することが

でき︑品質や収量の向上にもつな

げることができます︒

GIと地域団体商標︑
JGAPをトリプル認証

会田洋一さんは４年前に脱サラ

して後継者となり︑現在セルリー

団地内のハウス 棟︵約 アール︶

30

︵５〜６月出荷︶と秋作︵

〜
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らハウスに遮光ネットをかけよう

とが大事です︒暑くなりそうだか

自分で考え︑早めに手をかけるこ

のか︑どう対応をしたらいいのか

出すのが遅いので︑何が足らない

しさもあります︒作物はＳＯＳを

ながら次の種まきをするという忙

月出荷︶の年２作なので︑収穫し
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す︒栽培期間が半年と長く︑春作

の栽培管理がとても難しい作物で

﹁セルリーは水や温度︑肥料など

で栽培をしています︒
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ＪＡ山形市おすすめの山形セルリー料理、
「味噌マヨスティック」
「いか燻セルリー」
「葉の佃煮」です。詳しいレシピはこちら
http://www.jayamagatashi.or.jp/celery/

【山形セルリー】生産概要
生産者：21名
栽培面積：約6ヘクタール
出荷量：約332トン
（2019年度実績）
主な出荷先：東北、関東

● JA山形市

大株の﹃とのセルリー﹄は小分け

るので生協さんの需要が多いです︒

めセルリー﹄です︒１株で販売す

﹁今︑収穫しているのは小株の﹃ひ

ランド名で売り出しています︒

ものを﹁ひめセルリー﹂というブ

のセルリー﹂
︑１㎏ 前後の小株の

２㎏ 前後の大株のセルリーを﹁と

山形セルリーは２０１６年から

農業の楽しさを実感しています︒

はあるし︑おもしろいですね﹂と︑

すべて自分の責任だからやりがい

成果が違ってきます︒大変だけど︑

とか︑そこをやるかやらないかで

の認証を受けるのは東北初の快挙

りＧＩと地域団体商標︑J GAP

安となります︒Ｊ Ａが申請者とな

が安心して美味しい食材を選ぶ目

に与えられる信頼の証は︑消費者

第三者機関により確認された農場

て﹁JGAPの団体認証﹂も取得︒

全や環境保全の取組みが評価され

ンもアップ︒２０１８年︑食の安

きを得て︑生産者のモチベーショ

て特許庁からもブランドのお墨付

さらに翌年︑
﹁地域団体商標﹂とし

しくは
‑頁を参照︶に全国の
セルリー産地で初めて登録され︑

﹁地理的表示︵ＧＩ︶保護制度﹂
︵詳

です︒

販売する量販店などに好まれま
す﹂と会田さん︒

かな期間しか味わうことができな

風味が実感できます︒１年にわず

瑞々しく爽やかな香りと柔らかな

形 セ ル リ ー﹂
︒ひ と 口 か じ れ ば︑

元気な産地から出荷される﹁山

14
15

い旬の美味しさを召し上がれ！
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２０ １８ 年 に は 農 林 水 産 省 の
プロジェクト発足時から
中心となって活動する JA
山形市の鈴木公俊課長

読 者 から の 応 募 料 理

セルリーのお惣菜

1人分：約155kcal

調理時間：約25分

蒸し汁も余すことなく召し上がれ

セルリーとあさりの蒸し焼き
京都府・小倉真紀さん

【材料】4人分
セルリー…1本 あさり…400g 新じゃがいも…2〜3個 ミニトマト…10個
ベーコン…40g おろしにんにく…小さじ1 バター…20g 酒…大さじ3
塩、粗挽きこしょう…各少々
1 あさりはよく砂抜きをしておく。
2 セルリーは、茎は斜め薄切り、葉はみじん切りにする。じゃがいもは3mm厚さに切る。
ミニトマトはヘタを取る。ベーコンは短冊切りにする。
3 フライパンにバターを入れ、セルリー、じゃがいも、ベーコン、にんにくを入れて炒める。
ミニトマトを加え、塩、酒を加えて蓋をし、蒸し焼きにする。
4 じゃがいもに火が通ったら、あさりを加え、口が開いたら、こしょうをふる。
器に盛り、セルリーの葉を散らす。
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香りのいいきれいなワンタンに

セルリーの
ワンタンスープ
東京都・土田仁子さん

1
2

3

4

【材料】4人分
セルリー…1本 むきえび…100g
ワンタンの皮…20枚
鶏がらスープの素(顆粒)…大さじ１
セルリーは、茎は斜め薄切り、葉はみじん切りにする。
片栗粉…小さじ2 酒…大さじ4
えびは細かくたたく。
しょう油、オイスターソース…各小さじ2
ボウルにセルリーの葉、えび、片栗粉、塩、こしょう、
塩、こしょう…各少々 ごま油…小さじ1
ごま油を入れて混ぜ、20等分にしてワンタンの皮
ラー油…適宜
で包む。
鍋に水5カップ、スープの素、酒を入れて煮立て、
２のワンタンを加え、火が通ったらセルリーの茎を
加えてしょう油、オイスターソースで味を調える。
器に盛り、ラー油を回しかける。
1人分：約90kcal 調理時間：約30分

さっぱり、
さわやか、
お箸がすすみます

セルリーと
ささ身の三杯酢
兵庫県・堀ノ内千恵子さん

1 セルリーは筋を取り、4cm長さの薄切りにする。パ
プリカは長さを半分に切り細切りにする。しょうがは
せん切りにする。
2 ボウルにセルリー、パプリカを合わせ入れ、塩小さ
じ1/3をふって5分程おき、軽く水けを絞る。
3 ささ身は厚めの部位に切り目を入れ、耐熱皿に入れ
て塩少々と酒をふり、ラップをかけて電子レンジ
(500w)で約1分加熱後、裏返してさらに30秒加熱
する。冷めたら、細かく裂く。
4 ボウルにAを入れて混ぜ合わせ、しょうが、２、３を
加えて和える。
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【材料】4人分
セルリー…2本 鶏ささ身…2本
パプリカ(黄)…1/2個 しょうが…2片
酒…大さじ2 塩…適量
A 酢…大さじ4 砂糖…小さじ2
塩…小さじ1/4 しょう油…少々

1人分：約60kcal

調理時間：約20分

植えつけ
イラスト◎かとうともこ 監修◎山崎弘一郎

Ma y

トマトやピーマンと並び夏を

度が足りないので︑畑にマルチを敷

ます︒植えつけの頃はまだ十分な温

み︑蒸し暑い日本の夏でもよく育ち

ナスの原産地はインド︒高温を好

を若返らせ︑美味しい秋ナスの収穫

ら︑枝を切る﹁更新剪定﹂をして株

いが衰え︑実つきが悪くなってきた

かさないようにしましょう︒株の勢

苦手なので土が乾いたら水やりも欠

ためにも実は早めに収穫し︑乾燥が

代表する野菜として人気が高いナス︒

いたり︑あんどん囲いやホットキャ

を楽しみましょう︒

収穫期間が長く楽しめて︑比較的

ップなどをしてやると︑防風や保温

育てやすいのでおすすめです︒

効果で生育が進みます︒草丈が 〜

しょう︒また︑共通の害虫を防ぐた

連作障害が出るので︑同じナス科

め︑ジャガイモの近くに植えないよ

の野菜は4〜5年あけてから育てま

ナスは生育期間が長く次々と実が

うにするのもポイントです︒

㎝ になったら︑これらを外して本

なるので︑様子をみながらこまめに

支柱を立てましょう︒

追肥を行います︒株を疲れさせない
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水やりと肥料不足に気をつけて

たくさん収穫しましょう︒

4本の支柱を立てて肥料袋などをか
ぶせる「あんどん」囲いや「ホットキ
ャップ」をかぶせておくと、保温効果
が高まります。草丈が20 〜３０㎝ に
なったら外しましょう。
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ナス

本葉が大きく７〜９枚あり、茎が太くて1番花が咲き始め
ている苗を選びましょう。耐病性のある接ぎ木苗なら、連
作障害にも強く安心です。
苗はポットごとバケツの水につけて水を吸わせ、根鉢を崩
さないように取り出し、根鉢の上面が地面と同じ高さにな
るように注意して植え穴に植えつけます。

●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）

植えつけの2週間以上前までに、1㎡あたり完熟堆
肥2kgと苦土石灰100gを散布し、深く耕しておき
ます。ナスの根は深く張るので、スコップ等を用い
て丁寧に耕し、堆肥と苦土石灰を出来るだけ深い
ところまですき込んでください。
ナスの施肥量はピーマンと同様、他の果菜類に比
べるとやや多目です。ただし生育の初期に窒素肥
料があまり効きすぎると、茎葉が繁茂して着果や
果実色が悪くなることがあります。これを避ける
ため、元肥には効き目の穏やかな有機肥料を化成
肥料と併用します。1㎡あたり油かす
（5:2:1など）
と化成肥料（8-8-8）各100gを、植えつけの1週間
前までに散布して土に混ぜ込んでください。

●ナス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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芽かき

1 番花の実（1 番果）が大
きくなり始めたら、１番果よ
り下の勢いのよいわき芽2
本を残し、それより下のわ
き芽はすべて取り除きます。

追肥・水やり

1番果の収穫が始まる頃から、
1㎡あたりNK 化成（16−0−
16）20 g 程度を施用します。
2週間に1回程度が目安です。
枝の伸びかたや果実の肥大の
しかたを観察しながら加減し
てください。土が乾いていた
ら水やりすると追肥の効きが
速くなります。

支柱立て

主枝に長さ1ｍほどの支柱を
立て、2本の側枝も伸びてき
たら枝に沿って支柱を立てて
3本仕立てにします。

7月下旬頃になると株の
勢いが衰え、実つきも悪
くなってきます。美味し
い秋ナスを収穫するため
に、太い枝を3 〜 4本残し、
伸びてきたわき芽や込み
入った枝を切り詰める更
新剪定をします（株全体
を1/2 から1/3くらいま
で思いきって剪定）。こう
すると、新しい枝葉が伸
びて復活します。剪定後
は追肥を必ず行いましょ
う。

更新剪定

収穫

株に負担をかけないように１〜２番果はやや早めに小さ
いうち収穫します。3番果以降も中のタネが大きくなっ
て「ボケナス」になる前に、適期に収穫しましょう。
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次回はモロヘイヤです

3．
粉糖を加える

卵白がしっかり固くなるまで
泡立て、泡が細かく全体にツ
ヤが出てツノがピンと立つよ
うになったら完成。

粉糖を小さじ１ずつ加えてよ
く撹拌し混ぜ合わせる。この
作業を繰り返して粉糖を全量
加える。

撮影◎黒部徹

4．
仕上げ

卵白と砂糖を泡立てて作るメレンゲは︑
焼くとサクサク食感︑
ケーキに入れるとフワフワ食感と︑
様々な食感で楽しめます︒

水気のないボウルに卵を割り、
スプーンなどを使って卵黄だ
けを取り出して分ける。

料理◎大森いく子

1．
卵白を分ける

メレンゲを作る

2．
泡立てる

ボウルを傾けて卵白を下にた
め、ハンドミキサーを使って
ほぐすようにふんわり柔らか
な角が立つまで泡立てる。

●粉糖を一度に加えると泡に
コシがなくなり粘りがでるの
で、少しずつ加えて根気よく
泡立てましょう。
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焼きメレンゲ
【材料】40個分
卵白…1個分(35g) 粉糖…50g 板チョコレート…30g
生クリーム…大さじ2 いちごジャム、ピーナッツバター…各適宜
いちごパウダー…適宜

1
2
3
4
5

右頁を参考にメレンゲを作り、口金をつけた絞り袋に入れる。
※ピンクのメレンゲは、右頁の泡立ての最後にいちごパウダー 5gを加えて混ぜる。
天板にオーブンシートを敷き、間をあけながら、直径2.5cm程に丸く絞り出したり、
4 〜 5cm長さに絞る。
約100度の低温のオーブンで2時間程、乾燥焼きし、メレンゲの中央まで乾燥させる。
チョコレートクリームを作る。ボウルにチョコレートを入れて湯煎で溶かし、生クリームを
加えて混ぜ、冷やす。
３のメレンゲクッキー 2個の間に４のチョコクリームやいちごジャム、ピーナッツバターを
それぞれ挟む。

◎全量：約495kcal
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調理時間：約40分（焼き時間、クリームを冷やす時間除く）

年後も
日本に田んぼはあるか

﹁食﹂と 第 回
片川優子 さん
﹁農﹂の
エッセイ

17

冬は稲も刈り取られ︑ゴミまで捨て

いく田んぼの姿はとても魅力的だった︒

にとって︑季節によって表情を変えて

ん中にあった︒関東で生まれ育った私

いており︑職員駐車場は田んぼのど真

獣医師として岐阜市内の動物病院で働

その頃は︑作家として活動しながら︑

に移り住んだ︒

数年前︑結婚を機に︑関東から岐阜

20

連載

イラスト：今井夏子

12

田んぼが︑春の訪れが近づくとともに

られてしまい︑寂しい姿になっていた

時間でも眺めていられる︒

うに落穂をつつくさまは愛らしく︑何

穂もまた美しい︒スズメたちが嬉しそ

子が成人する頃︑日本にまだ田んぼは

て何を思うのだろうか︒そもそもこの

一歳の娘は︑将来田んぼを見てはたし

いありふれた景色なのだろう︒大人に

育った人にとっては︑なんの変哲もな

きっとこの風景を当たり前に思って

はいられない︒

いく田んぼを見ながら︑ふと思わずに

次々と売られ︑集合住宅に変わって

残っているのだろうか︒

手入れされ︑耕され︑肥料をまかれて︑

なってこの風景を美しいと感じられる

息を吹き返す︒

ゴールデンウィークが明けた頃に一

のなら︑私のコンクリートまみれの幼

水を張った田んぼを初夏の太陽が照

斉に田植えが行われ︑梅雨の雨や夏の

（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。バックナンバ
ーは「Apron WEBマガジン」
（https://apron-web.jp/）でご
覧いただけます。

らす様は︑本当に美しい︒

太陽を浴びて稲はぐんぐんと背を伸ば

少期もなかなか悪くない︑ような気も

春の次は初夏であり︑そのあと梅雨

する︒

し︑緑の色を濃くしていく︒

今年３月に岐阜を離れ︑お隣の愛知

□

が訪れてから夏になる︑そんな考えれ
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に引っ越した︒引越し先は市街地で︑

講談社

周りに田んぼはあまり多くない︒今年

「ぼくとニケ」

ば当たり前のことも︑岐阜に来てから

片川優子

秋になり︑文字通り黄金色に輝く稲

作家、獣医師。1987年東京
都生まれ。2004年に、15歳
で第44回講談社児童文学
新人賞に最年少で入選。翌
年、受賞作『佐藤さん』で
作家デビュー。作家として
精力的に活動を続けながら、
幼少期からの夢を叶えるた
め、獣医学部に入学。その
後博士課程に進学し、獣医
学の博士号を取得。2018
年に出版した『ぼくとニケ』
が、第 65 回青少年読書感
想文全国コンクール課題図
書に選出される。
2020年3月、愛知県一宮市
に夫と「おおい動物病院」
を開院、副院長となる。

初めて肌で感じた︒

（かたかわゆうこ）

地域ブランドを守る︻地理的表示︵GI︶保護制度︼

地域で代々受け継がれてきた農産物等を知的財産として守る﹁地理
的表示︵ＧＩ︶保護制度﹂がスタートして︑今年で６年目になりま
す︒これまでに︑国内で 産品が登録されました︵２０２０年３月
日時点︶︒ＧＩに登録することにより︑国内での販売はもとより海
外に地域固有のブランドとして発信でき︑差別化を図ることができ
ます︒

GIは地域固有のブランドの証︒
国が品質を保証し︑
国内外に発信できます

地

理的表示保護制度の別名Ｇ

の維持向上︑産品に対する信用を守り︑

することで︑産品の適切な評価・価値

実践し︑﹁セルリー独特の苦みが少なく︑

どり・秋どりハウスの年二作の栽培を

この地域ならではの資源を生かして春

Ｊ Ａが指名した熟練生産者により毎年︑

形市で生産される﹁山形セルリー﹂は

例えば︑ふるさと探訪で紹介した山

８年にＧＩ登録されました︒

確立させていることなどから︑２０１

筋が柔らかい﹂といった産品の評価を

瑞々しい食感﹂
﹁スラリとした姿形で

その名称から産地が分かり︑品質や社

優良な親株を選抜︑採種︒そして蔵王

ることを目的としています︒

会的評価などがその産地と結びついて

山系の豊富な伏流水や肥沃な土壌など︑

示とは︑農林水産物・食品の名称で︑

いることが特定できる名称の表示です︒

それらと結びついた伝統的製法によっ

このように日本各地には気候や風土︑
この地理的表示を知的財産として保護

理的︶ Indication
︵表示︶
﹂
の頭文字をとったものです︒地理的表

生産者の利益と消費者の利益を保護す

94

Ｉは﹁ Geographical
︵地

30
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あります︒ただ︑こうした産品の知名

切に評価し︑第一弾として夕張メロン︑

を開始︒国が生産方法や品質などを適

示保護制度﹂を定め︑登録申請の受付

そこで国は２０１５年に﹁地理的表

模倣品などの不正使用を行政が取締ま

つけて販売することができます︒また︑

印として︑登録商標︵ＧＩマーク︶を

ると国がその品質にお墨付きを与えた

も登録を受けています︒ＧＩ登録され

のハム﹁プロシュット ディ パルマ﹂

この他に海外の産品として︑イタリア

度が上がると︑他の地域で似たような

神戸ビーフ︑八女伝統本玉露など７産

って罰則を科し︑産品の品質維持やブ

切る結果になってしまいます︒

ものを販売したり︑ブランド名を勝手

品を登録︒その後︑大舘とんぶり︑江

ランドの価値の向上を図ります︒

て︑唯一無二の個性を持ち高い品質が

に利用したりといったケースが発生す

戸崎かぼちゃ︑矢田部ねぎ︑大分かぼ

認められてきた農産品や食品が数多く

る場合があります︒こうした模倣品は

すなど︑次々と登録が進み︑２０２０

して国際的に広く認知され︑発祥地の

ＧＩは地域ブランド保護の枠組みと

苦労して品質を保とうとしている生産

GI登録産品はこちら

者の権利を侵害するだけでなく︑表示

（農林水産省）

年３月現在で 産品が登録されました︒

地理的表示保護制度について

を信頼して商品を購入する消費者も裏

フランスなどＥＵをはじめ世界１００

ヵ国以上で導入されています︒ＧＩマ

ー ク で﹁ Mede in Japan
﹂の 正 規 品
であることを海外の消費者にアピール

でき︑日本と相互に保護をする協定を

結んでいるＥＵであれば︑国内と同じ

ように保護の対象となります︒国産の

農畜産物の輸出拡大に︑心強い仕組み

といえます︒
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2018年にGI登録された
「山形セルリー」

おすすめ

1 ナムル5種（豆もやし、ほうれん草、にんじん、だいこん、ぜんまい）
を作る。
●豆もやしは洗ってひげ根を取り、鍋に入れて300mlの水を加えて蓋
をして強火にかける。沸騰したら中火で2分、火を止めて2分蒸らす。
ザルにあげて手早く水気を切る。ボウルにごま油小さじ2、にんにく小
さじ1/4、すりごま小さじ2、塩小さじ1/4、鶏ガラスープの素小さじ
1/2を入れて混ぜ、もやしを加えて混ぜ合わせる。
●ほうれん草はゆでて水気をしぼって4cm長さに切り、ごま油大さじ
1、にんにく小さじ1/4、すりごま小さじ2、鶏がらスープの素小さじ
1/2で和える。
●にんじんは10cm長さのせん切りにして塩少々をし、しんなりしたら水
気を絞り、ごま油小さじ2でさっと炒め、にんにく少々、すりごま小さじ
1、鶏がらスープの素少々で和える。
●だいこんは4cm長さのせん切りにして塩少々し、しんなりしたら水気
を絞り、韓国粉唐辛子小さじ１を全体に混ぜ、ごま油小さじ1、砂糖
小さじ2、酢大さじ1、すりごま小さじ2、鶏がらスープの素少々で和える。
●ぜんまいは熱湯を通した後、鍋に入れ、にんにく少々、酒小さじ
2、砂糖大さじ1、しょう油小さじ2、鶏がらスープの素小さじ1、水1カ
ップを加え、煮汁が少なくなるまで火にかける。最後にコチュジャン小
さじ2を加えて和える。

レシピ

具 だくさんの 韓 国 ごはん

【作り方】

今月の
料理◎大森いく子 撮影◎黒部徹

牛切り落とし肉…200g 豆もやし…1袋 ほうれん草…1把
（200g）
にんじん…1/2本 だいこん…200g ぜんまい
（水煮）
…150g
ごはん…丼4杯分
調味料 ごま油 おろしにんにく 白すりごま
鶏がらスープの素(顆粒) 韓国粉唐辛子 コチュジャン
酒 砂糖 酢 しょう油 塩 こしょう 各適量

ビ ビ ンバ

【材料】4人分

2 牛肉はごま油小さじ2で炒めて火を止め、にんにく少々、酒小さ
じ2、砂糖小さじ1、しょう油小さじ1、コチュジャン小さじ1、す
りごま小さじ2、こしょう少々を加え混ぜる。
3 器にごはんを盛り、各ナムルを放射線状にのせ、中央に牛肉を
のせる。好みでコチュジャンを加えて混ぜていただく。
ココがポイント！
ごはんと具材をよくかき混ぜていただきましょう。
ナムルはたくさん作って常備菜としても楽しめます。
1人分：約670kcal

調理時間：約40分
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毎月︑表紙の花が楽しみで
す︒２月号のゴボウの花は珍
しいですね︑初めてです︒ア

いと思います︒

が︑やはり季節には味わいた

りがとうございました︒

ンバーグが食べられます︒あ

らはふっくらジューシーなハ

サパサしていました︒これか

︵埼玉県・野の花さん︶

悪くないよね〜︒

ンをスーパーで拾える主婦も

さばらなくてかわいいエプロ

エプロンファンです

︵鳥取県・三代隆さん︶

︵大阪府・森えみ子さん︶

ハンバーグ作り成功
２月号のすぐ使える料理の

を持たせてくれたので︑美味

漬物から魚まで調理したもの

てくれました︒料理上手でお

など知らない頃︑義母が炊い

てくれました︒いつも作って

しい︑美味しいといって食べ

しました︒家族もみんな美味

ューシーなハンバーグが完成

今までになく︑割れにくくジ

ンマリ感が味わえました︒か

る者にとって思ってもないニ

は︑ちょっと野菜を育ててい

セイ﹁素人菜園の密かな愉悦﹂

そうです︒荻原浩さんのエッ

版ですし︑ポパイ鍋も美味し

のハンバーグの作り方は保存

し た︒す る と ど う で し ょ う︑ 存している主婦です︒２月号

毎月エプロンを楽しみに保

しいしラクだし︵笑︶
︑とても

いたハンバーグは︑割れて肉

ザミのような花火のような ︒
… 基本に出ていた﹁ハンバーグ
まだ﹁若ごぼう﹂の調理法 の作り方﹂通りに作ってみま

ありがたかったです︒義母が

汁が流れ出していたため︑パ

佐賀県・大串洋子さん

いなくなってから︑若ごぼう

佐賀県・原寿巳子さん

やフキなど遠ざかっています

福岡県・年川志賀代さん

兵庫県・北原かよさん

ゴボウの花︑
はじめてです

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
「山
形ひめセルリー」
（１0株）
を20名様
にプレゼントします。葉、茎、中心部
分まで一株丸ごと調理して、美味し
さを堪能してください。

［今月の表紙］
セルリーの花

［ 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5月25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 ：2月号の「八尾若ごぼう」には1902通の応募があり愛
媛県の浜田さん他19名が、
「500号記念卓上カレンダー」には991
通の応募があり兵庫県の吉岡さん他249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。

8月号 キャベツもりもりレシピ
9月号 豚肉スタミナメニュー

2020年5月18日
（月）
締切
2020年6月19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
（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。

独 特の香 りとパリッとした 食 感
らっきょう 漬 けを 作るなら
この時 期がおすすめです！

らっきょうは香りと辛味、シャキシャキとした歯触りで
塩漬けや甘酢漬け、しょう油漬けなどお好みの味で楽しめます。
ＪＡタウンでは土付き（根付き）だけでなく、
手軽に漬けられる「洗いらっきょう」もご用意しています。
らっきょうは芽が出るのが早いので、
購入したら早めに加工しましょう。
手作りのらっきょう漬けにチャレンジして、
箸休めに、料理に活用してみませんか。

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
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