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エプロン

ふるさと探訪

さん

のエッセイ
連載 ﹁食﹂と﹁農﹂

たまご 里中満智子
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今月のおすすめレシピ

豚スペアリブのトマト煮込み

撮影◎磯野博正

︻岡山県高梁市︼
文◎編集部

自 然のおいし さ そのま ま

たまご

兵庫県

高梁市

毎日の食卓に欠かせない﹁たまご﹂
︒

美味しくて手軽に栄養がとれる︑こんな便利な食材はありませんね︒

来年でデビュー 周年を迎える全農の﹁しんたまご﹂は︑生でも安心︑

ワンランク上の美味しさにこだわり︑皆さまに愛され続けてきました︒
緑豊かな自然環境の中︑厳しい品質・衛生管理のもと
坂本産業株式会社成羽ＧＰセンターを訪ねました︒

﹁しんたまご﹂を生産する︑岡山県にある

坂本産業㈱のたまご生産は︑誕

いよ採卵となります︒成鶏農場の

１２０日齢で成鶏舎に移していよ

抗力のある健康な鶏に育てます︒

づくりです︒病気にかからない抵

に移して︑たまごを産むための体

をプラスしたり︑飼料の自給率向

欠な葉酸︵ビタミンＢ群の一種︶

ました︒妊娠初期や授乳期に不可

生で美味しいたまごを追求してき

含ませることで栄養成分を強化し︑

メガ３系の必須脂肪酸α リ
‐ノレ
ン酸やビタミンＥをたまごに多く

大切に育てます︒その後は育成舎

生した翌日の雛の導入から始まり

ひとつ成羽農場では︑現在 棟で

時代に合わせて
進化し続ける

ます︒自然豊かで清涼な山間部に

ターで自動制御︑衛生

指定して生産しています﹂と︑説

まごはその中から最適なロットを

れています︒

新たな取り組みも意欲的に取り入

上へ国産玄米を飼料に加えたり︑

立地する鶏舎は︑温度︑湿度︑空気︑

万羽を飼養しています︒しんた

管理とバイオセキュリ

摂るために高価なサプリメントを

﹁しんたまごにはバランスよく栄

飲むのならば︑美味しいしんたま

養が含まれています︒同じ栄養を
しんたまごは専用飼料で︑人間

明してくれた坂本産業㈱成羽ＧＰ
ています︒
いくすう

﹁毎月 万羽の雛を導

の体内では作ることのできないオ

センターの坂本健治センター長︒

光量などをコンピュー

15
ティーも万全に施され

75

岡山県
広島県

30

入して︑まず育雛舎で
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15

鳥取県

「雛から育てる一貫シス
テムでたまごを生産して
います」と、坂本産業㈱
成羽GPセンターの坂本
健治センター長

自然豊かで清涼な山間部にある成羽農場で安全で美味しいたまごを生産

洗卵・乾燥後、人の目で1個ずつ検卵します

特殊な波長の光を使って
異常卵を正確に診断し検
出します

ごを毎日１個食べることをぜひお

勧めしたいです﹂と︑坂本センタ

ー長︒

しんたまごはワンランク上の美

味しいたまごをつくりたいという

開発当時の思いを大事に︑時代に

合わせて進化し続けているのです︒

最初に手に触れるのは
お客様です

緑に囲まれた最適な環境で産ま

れたたまごは︑ＨＡＣＣＰ
︵ ︶
※に
基づく衛生管理を実施するＧＰセ

ン タ ー︵洗 卵︑選 別︑包 装 施 設︶

に運ばれます︒ＧＰセンターでの

一連の選別・包装工程は自動化さ

れて人の手が触れることがなく︑

なんと︑最初にたまごに触れるの

は購入したお客様というクリーン

なパック卵です︒まず︑洗卵・乾

燥後に目視で検卵︑さらに精密な

機械で検卵されます︒コンピュー
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（※）食品の安全性を確保する管理手法。危害分析重要管理点の略語

検出して取り除きます︒紫外線殺

の混入した卵や無黄卵などを光で

打診音でヒビ割れをチェック︑血

ターの画像診断で汚卵を除去し︑

パック作業も全自動で効率よく進

サイズごとに倉庫から引き出され︑

せて︑コンピューター管理で重量

に一時保管︒商品出荷計画に合わ

ター長︒

を実感して欲しい﹂と︑坂本セン

い︒とにかく生で食べて美味しさ

るく鮮やかな黄色でとってもきれ

ぷりんと盛り上がって︑黄身が明

こんなにうれしいことはありませ

められます︒

ん︒全農グループならではの品質

菌をして︑重量ごとに自動で選別

り受け継ぎ︑安全に新鮮なままお

管理で一切妥協することなく︑こ

﹁センター長に太鼓判をおしても

届けすることが第一です︒検査も

れまで以上に自信をもってお客様

らえるなんて︑販売する側として

パッキングも最新技術を駆使して

にお届けします﹂と︑同社まで案

﹁品質のよいたまごを生産した農

スピーディに処理し︑鮮度保持に

内してくれたＪ Ａ全農たまご㈱西

場の成果をＧＰセンターがしっか

万全を期して︑たまごは産まれた

したたまごは温度管理された倉庫

その日に選別しています﹂と︑坂

日本営業本部・第１営業部鶏卵課

ています︒

が定められ︑様々な検査が行われ

品のたまごまで︑独自の品質管理

料︑生産農場︑ＧＰセンター︑製

抜き取り検査をするほか︑専用飼

上がりください︒

く彩るしんたまごをどうぞお召し

スイーツ作りでも︑食卓を美味し

重ねています︒生でも︑料理しても︑

ていただくために真面目な努力を

らではの習慣です︒安心して食べ

たまごを生で食べるのは日本な

の池田貴弘さん︒

﹁いろいろなたまご商品を生産し

自社検査センターで細菌などの

本センター長︒

ていますが︑しんたまごは白身が
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高速知能ロボットによる自動倉庫保管でパック作業もスムーズ

● 坂本産業株式会社

成羽ＧＰセンター

「しんたまごの美味しさと栄養
価をもっとたくさんの人に知
ってほしい」と、JA全農たま
ご㈱の池田貴弘さん

【たまご】生産概要
飼養羽数：75万羽
出荷量：650トン/月
主な出荷先：関西・中四国

読 者 から の 応 募 料 理

たまごが主役のレシピ

1人分：約310kcal

調理時間：約60分

ごろりと丸ごと肉に包みます

肉巻き卵の煮 物
埼玉県・川田友子さん

【材料】4人分
ゆで卵…6個 牛赤身薄切り肉…300g 結びしらたき…8個 にんじん…1本
しいたけ…8枚 さやいんげん…100g だし汁…2カップ 酒…大さじ2 みりん…大さじ2
しょう油…大さじ3〜4 片栗粉…少々 塩…適量 サラダ油…大さじ1
1 ゆで卵は殻をむいて水気を拭き、片栗粉を薄くまぶして牛肉を全体に巻き、包む。
2 しらたきは塩小さじ1をふって手で揉み、水で洗って鍋に入れ、ひたひたの水を加えて
中火にかけ、煮立ってきたら、火をやや弱めて5分程ゆでてザルにあげる。
3 にんじんは皮をむいて1cm厚さの輪切りにする。しいたけは軸を切る。
4 鍋に油を熱し、１を入れて中火で表面に焼き目をつけ、2、３、だし汁を加えて煮立ってきたら、
酒、みりん、しょう油を加えてふたをして弱火で15分程煮る。
5 さやいんげんはヘタを切り、長さを3等分に切り、１〜２分塩ゆでしてザルにあげ、
４に加えてひと煮する。
6 肉巻き卵は半分に切り、他の具とともに器に盛り、煮汁を注ぐ。
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具だくさんの
オープンオムレツ風

カニ玉
兵庫県・池田美代子さん

1 たまねぎ、にんじん、しいたけ、ピーマンはみじん
切りにする。
2 ボウルに卵を割りほぐし、塩、こしょうして、１、カ
ニを加えて混ぜる。
3 直径２２〜２４cmのフライパンに中火で油を熱し、２
を一度に流し入れてかき混ぜ、周りが少し固まりは
じめたら、蓋をして弱めの中火で3 〜 4分焼く。
4 裏に返し、蓋をして中火で2分程焼き、弱火にして３
〜４分程焼く。
5 器に盛り、切り分けていただく。

【材料】4〜6人分
卵…5〜6個 カニほぐし身…100g
たまねぎ…小1/2個 にんじん…1/2本
しいたけ…3〜4枚 ピーマン…2〜3個
塩…小さじ1/2 こしょう…少々
サラダ油…大さじ2

1人分：約155kcal

調理時間：約25分

スープの素を
だし汁に替えても

かんぴょうと
卵のスープ
岐阜県・後藤佳代さん

【材料】4人分
卵…3個 かんぴょう…15g
ベーコン…100g
たまねぎ…1/2個
トマト…大1個 水…4カップ
チキンスープの素…小さじ1
塩…適量 しょう油…少々
こしょう…少々
粗びき黒こしょう…少々
サラダ油…大さじ1/2
オリーブ油…大さじ2

1 かんぴょうは水で濡らして塩小さじ1をふってもみ、水で洗って、
ぬるま湯に20分程浸して戻し、柔らかくなったら、水気を絞り、
２〜３cm長さに切る。
2 たまねぎは縦薄切りにする。トマトはヘタを取って縦4等分に切
り、1cm幅のいちょう切りにする。ベーコンは1cm幅に切る。
3 鍋にサラダ油を熱してベーコンを入れて弱火で炒め、たまねぎ
を加えてしんなりするまで炒め、かんぴょうを加えて炒め、水、
スープの素を入れて煮立ってきたら、火を弱めてアクを取り、
蓋をして10分程煮る。
4 ３にトマトを加えてひと煮して塩小さじ1、しょう油、こしょうで
調味し、溶いた卵を流し入れて卵に火を通す。
1人分：約260kcal 調理時間：約35分
5 器に盛り、粗びき黒こしょう、オリーブ油をふる。
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たねまき

セルトレイやポリポットに
1ヵ 所４〜５粒の点まきに
する。本葉 2枚になった
ら間引きして、よい苗を
２本立ちにします。気温
が十分上がってから畑に
直まきしてもいいです。

June

モ ロヘイ ヤ
エジプトで５０００年以上前から
作られていたという歴史ある野菜︒
夏の健康野菜として日本でも定着し︑
家庭菜園で人気です︒

本葉５〜６枚に育ったら1株ず
つばらし、畑に植え穴を掘っ
て植えつけます。軽く土をか
ぶせて押さえ、たっぷり水や
りしましょう。

穫

指導：岡本 保（ＪＡ全農 肥料研究室技術主管）

植えつけの２週間以上前に、
１㎡あたり完熟堆肥1
kgと苦土石灰100g（いずれも前作に施用してい
れば不要）を散布し、深く耕しておきます。元肥は
植 え つ け の１週 間 前 に 、１㎡ あ たり 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）

●モロヘイヤの栽培スケジュール

たねまき

いように注意してください︒

きるたねは有毒なので︑絶対食べな

は終了しましょう︒長い莢の中にで

夏の終わり頃︑花が咲いたら収穫

ます︒

とゴワゴワと硬い葉になってしまい

穫できますが︑生長が止まってくる

いれば生長が早く︑柔らかな葉が収

で︑気温が十分で肥料と水が足りて

楽しめます︒高温多湿が大好きなの

また新しい枝が出てどんどん収穫が

き芽︶を伸ばします︒側枝を摘むと

収

ぬめりはありますが︑味にクセが
ないので使いやすいですよ︒

アラビア語の﹁王家の野菜﹂が語
源のモロヘイヤは︑熱帯アフリカ原
産の一年草です︒発芽適温が 〜

らたねまきしましょう︒畑に直まき
することもできますが発芽が遅いの
で︑セルトレイやポットなどで苗づ
くりをしてから植えつけるとよいで
しょう︒
７月頃から気温の上昇とともにグ

長したら︑主枝を摘芯して側枝︵わ

60

●土づくりワンポイントアドバイス

30
℃と高いので︑十分暖かくなってか

25

ングン育ちます︒草丈 〜 ㎝ に生
50

イラスト◎かとうともこ 監修◎山崎弘一郎

植えつけ

地域によって多少の違いがあります
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追肥・水やり

摘芯

追肥は収穫が始まった頃から、１㎡あた
りNK化成（16−0−16）20 g程度を、
2週間に1回を目安に施用します。土が
乾いていたら追肥と同時に水やりする
と、肥料の効きがよくなります。肥料
切れすると葉が小さく、葉柄が硬くな
る傾向があります。追肥の量や回数は
生育を見ながら加減してください。

草丈が５０〜６０㎝になったら
主枝を摘芯し、わき芽を伸ば
します。枝数が増えるので収
量が上がります。

莢の中のたねは絶対
食べないでね！

収穫

草丈が50㎝を超えたら、３〜４枚の葉がついた先端
（10 〜15cmくらい）
を手でポキリと折って収穫します。
手で折れる部分が若くて柔らかい部分です。ハサミ
を使っても大丈夫です。次々とわき芽が伸びるので
まめに収穫して７０〜８０cmくらいの草丈で管理する
ようにしましょう。
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次回はブロッコリーです

3．
炒る

蓋をして弱火で８〜１０分程汁
気が少し残るぐらいまで煮詰
める。

鍋を中火にかけて、ひき肉の
色が変わるまで炒りつける。

撮影◎榎本修

4．
煮詰める

料理◎大庭英子

鍋に鶏ひき肉と調味料すべて
を入れる。

鶏そぼろの作り方

1．
材料を入れる

菜箸４〜５本を使って肉がほぐ
れるように全体をよく混ぜ合
わせる。

包丁いらずで作れる定番の常備菜です︒
お弁当など使い勝手がいいのでたくさん作って冷凍保存しておきましょう︒

2．
混ぜる

●火にかける前に調味料を
混ぜておくと、ひき肉に味
がよくしみます。
蓋をして煮ることで、しっ
とりふっくらとした仕上が
りになります。
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そぼろ弁当
【材料】4人分
（鶏そぼろは作りやすい量）
鶏ひき肉…400g 酒…大さじ3 みりん…大さじ2 砂糖…大さじ2
しょう油…大さじ4 おろししょうが…大さじ1/2
卵…3個
A［ 砂糖…大さじ2 みりん…大さじ2 酒…大さじ1 しょう油…小さじ1/2 塩…少々 ］
さやいんげん…80g B［ みりん…小さじ1 塩…少々 ］ 温かいごはん…適量

右頁を参考に鶏そぼろを作る。
炒り卵を作る。鍋に卵を割りほぐして、Aを加えて混ぜ、
弱火にかけて菜箸4 〜 5本で絶えずかき混ぜながら、卵が細かくなるまで混ぜる。
3 さやいんげんは筋を取って塩ゆでし、ザルにあげてあら熱を取り、
細かく切ってボウルに入れ、Bをふり、混ぜる。
4 弁当箱にごはんを敷き詰め、卵、いんげん、鶏そぼろをのせる。
1
2

◎1人分：約645kcal

11

調理時間：約50分

18

そういうわけで私は小学生の頃からご

くれた︒子供は期待されるとはりきる︒

小学生の私に料理のノウハウを教えて

わりに夕食の支度をしなさい﹂と父は

﹁お母さんは体が弱いから︑お前が代

ことが多かった︒

小学校から帰宅すると横になっている

度などとてもできないーと言い︑私が

く頃には頭痛がひどくなり︑夕食の支

苦手で自称﹁虚弱体質﹂で夕方が近づ

育ち︑調理師をしていた︒母は料理が

私の父は料亭のあととり息子として

ネギの思い出

﹁食﹂と 第 回
里中満智子 さん
﹁農﹂の
エッセイ

連載

イラスト：今井夏子
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高校２年生でプロの漫画家として仕

けがつくのでまだ混乱が少ない︒私が

などが並んでいた︒魚はその姿で見分

っかりした︒しかし﹁もしや﹂と思い︑

ずい︑なんてひどいネギなんだ﹂とが

だ ﹂
…と気づくまで回り道をしてしま
った︒

く自然に調理に馴染んでいった︒

大阪でよく食べていたネギは直径１

今どきのマーケットにはいろんな種

捨てるつもりでいた白い部分を試しに

部分は根元の２センチくらい︑長く伸

類のネギが並んでいる︒ネギだけでは

一番混乱したのは八百屋に並べられて

化したものを作れる喜びすら感じてい

びた緑色の柔らかい部分を食すモノだ

いる﹁ネギ﹂だった︒

た︒しかし …
近所の市場へ行き食材を買おうとし

った︒ところが私の目の前にあるネギ

なくトマト︑芋類︑青菜類︑品種別や

事を始め︑３年生の４月に仕事一本の

て戸惑ったことがいくつかある︒売ら

で表示して並べられている︒ご丁寧に

道を選び上京した︒自分好みの味に特

れているモノの顔ぶれが大阪とは違う

たちは大阪のそれよりもやや重く太く︑

レシピまで付いていたりする︒これな

炒めてみたら こ
…っちの方が美味しい
ではないか！ ﹁ネギの種類が違うん

のだ︒物流が今ほどスムーズでない時

白い部分が多いものばかり ︒
…
仕方ないのでなるべく緑の部分が多

ら昔の私のような勘違いは避けられる

集英社

（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。

センチくらいでしなやかに長く︑白い

代︑
﹁近くでとれたモノ﹂が主たる商

いものを買って帰り︑ざく切りにして

だろう︒ちゃんと読めば︑ね︒

「かたづの！」

産地別どころかかなりの品が生産者ま

魚屋には太刀魚は無く︑鯛は高級魚

豚肉とともに炒めた︒調理中から嫌な

マンガ家。高校2年生時「ピ
アの肖像」で第1回講談社
新人漫画賞受賞。
代表作「あ
した輝く」「アリエスの乙
女たち」「あすなろ坂」
「天
上の虹」他。（公社)日本漫
画 家 協 会 理 事 長、（一 社）
マンガジャパン代表、大阪
芸術大学キャラクター造形
学科教授等。

品だったのだ︒

予感はしていたが︑やはり﹁固い︑ま
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扱いで︑そのかわり﹁生のニシン﹂や

里中満智子

大阪では見たことのない﹁ハタハタ﹂

（さとなかまちこ）

牛乳で美味しく減塩︻乳和食︼

のことですか？

ことで乳脂肪のコクやアミノ酸のうま

まいますが︑牛乳を加える

を減らすと薄味になってし

などでその魅力を発信。
テレビ、講演会、書籍

料理教室の講師やコー

開発、栄養コラム執筆

などでも活躍。著書に

はじめよう乳和食」
（日

脳離乳食」
（小学館）
「
、血圧が下がる新習慣」
（宝島社）

こい子どもに育つ！育

など多数有。日 本 高 血 圧 協 会 理 事、ＪＡ健康寿命

http://koyama165.com/

なぜ和食に牛乳を使おうと思った

のですか？

│

ムなどを補うことができます︒

て不足しがちなたんぱく質やカルシウ

ディネート、メニュー

新しいスタイルの和食﹁乳
︵New︶
和食﹂で
健康寿命を延ばしましょう！
日本は世界一の長寿国ですが︑平均寿命と健康寿命の
差が 年もあります︒和食は世界に認められています
が︑意識しないと塩分のとり過ぎやカルシウムが不足
してしまいます︒
今月は牛乳月間です︒栄養価が高くて美味しい牛乳の
いいところを引き出し︑和食の弱点をカバーする料理
法として注目されているのが﹁乳和食﹂です︒乳和食
の開発者である料理家の小山浩子さんに︑特徴や料理
法などをうかがいました︒

小山 和食で使う味噌やしょう油など

味︑乳糖の甘味やクエン酸の酸味など

調理法のことです︒調味料

の調味料に﹁コク﹂や﹁うま味﹂をも

│ ﹁乳和食﹂とはどのような調理法

つ牛乳を合わせることで︑使用する食

が加わり︑塩分が減ってもしっかりし

乳和食の開発者として

た味わいがでます︒また日本人にとっ

プロフィール

材本来の風味や特徴を損なわずに塩分

料理家・管理栄養士。

を減らし︑美味しい和食が食べられる

100歳プロジェクト推進委員など。

公式HP

本実業出版社）、
「かし

（こやまひろこ）

「やさしい、おいしい

小山浩子
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小山 牛乳には和食に不足しがちなカ

護が必要になるまでの中間地点で︑高

齢期の健康管理はフレイル予防が大変

康効果があります︒

ボリック症候群のリスクを低減する健

血糖値の上昇を緩やかにしたり︑メタ

用して牛乳で煮て粉吹きいもを作った

もをフッ素樹脂加工のフライパンを使

浸けてでんぷんを洗い流したじゃがい

ダ﹂がおすすめです︒切った後︑水に

しめる今の時期は﹁ミルクポテトサラ

すすめです︒

役立ち︑減塩もできるので高齢者にお

乳を加えた乳和食なら低栄養の改善に

も偏りがちです︒食べなれた和食に牛

例えば︑美味しい新じゃがいもが楽

理なく減塩ができます︒

料理研究家として長く牛乳とつきあ

ら︑トロトロになるまで水分を飛ばし

ルシウムが豊富に含まれているほか︑

い︑普段の食事にどうしたら簡単に︑

て塩少々で味を調えます︒熱いうちに

に美味しくなる﹁乳和食﹂は︑新しい

牛乳がたくさんとれて︑和食がさら

１００歳を目指しましょう！

乳和食を上手にとり入れて健康寿命

歳をとると食が細くなり︑使う食材

美味しくとり入れてもらえるだろうか

重要といわれています︒

と試行錯誤を繰り返して︑やっとたど

すし酢を加えて味付けし︑輪切りにし

ぜれば出来上がりです︒牛乳とお酢が

たキュウリとゆでたニンジンを加え混

マヨネーズ代わりになり︑食塩相当量

牛乳をどのように和食にとり入れ

りついたのが﹁乳和食﹂なんです︒

ればよいのでしょう？

│
小山 使い方はとっても簡単︒普段︑

減塩指導法として評

会や日本高血圧協会

価され︑日本栄養士

が ％もカットできるんですよ︒
︵ Ｊ
※ミルクのＨＰでレシピと作り方
の動画を見ることができます︶

などでも普及への取

小山 私はＪ Ａ健康寿命１００歳プロ

注目されていますね︒

す︒

組みが行われていま

力をあらためて実感

してみませんか︒

小山さんの著書「やさしい、おいし
い はじめよう乳和食」（日本実業出
版社）を10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。

料理に使うだし汁や水の代わりに牛乳
を使います︒味噌汁の味噌を牛乳での
ばしたり︑牛乳とめんつゆを合わせて

乳和食がフレイル予防食としても

ジェクト推進委員のひとりです︒フレ

│

り︑魚を煮たり︑天ぷらやフライなど

イル︵虚弱︶は健康な状態から心身・

煮物に使ったり︑水の代わりに牛乳で

揚げ物の衣に牛乳を加えたりするだけ︒

生活・社会的機能が徐々に低下して介

じゃがいもをゆでたり︑乾物を戻した

調味料を減らしても牛乳のうま味とコ

乳和食で牛乳の魅

クが加わって美味しさを損なわず︑無

※乳和食のレシピなどはこちらから （一社）Jミルク https://www.j-milk.jp/nyuwashoku/about.html
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おすすめ

1 スペアリブはボウルに入れて塩小さじ1/3、こしょう少々をまぶす。
2 たまねぎ、にんにくはみじん切りにする。
２を入れてしんなりするまで炒める。
3 鍋にオリーブ油大さじ1を熱し、
4 フライパンにサラダ油を熱し、１を入れて中火で両面を焼きつけ、
３の鍋に移し、ローリエ、赤唐辛子を加えて白ワインをふり、煮
立ってきたら、蓋をして途中上下を返すように混ぜ、弱火で30
分程蒸し煮する。
ピーラーで縦に3筋程の皮をむき、
5 なす、ズッキーニはヘタを切り、
2cm幅の輪切りにする。パプリカは縦半分に切り、へた、種を
取り、3cm四方に切る。エリンギは根元を少し切り落とし、長さ
を半分に切り、縦4等分に切る。
6 トマトはボウルに入れて手で潰す。
7 フライパンにオリーブ油大さじ2を熱して５の野菜を入れて炒め、
４の鍋に移し、トマトを加えて中火にかけ、煮立ってきたら、塩
小さじ1.5、こしょう少々を加えて混ぜ、蓋をして20分程弱火で
煮込む。

レシピ

肉 と 野 菜 が ゴロ ゴロ と ︒旨 み が あ ふ れ ていま す

【作り方】

撮影◎榎本修

豚スペアリブ肉…500g たまねぎ…1/2個 にんにく…1片
なす…3個 ズッキーニ…1本 パプリカ
（黄）
…1個
エリンギ…大2本 トマト水煮
（缶詰・ホール）
…1缶 ローリエ…1枚
赤唐辛子…1本 白ワイン…1/2カップ 塩、
こしょう…各適量
サラダ油…小さじ1 オリーブ油…大さじ3

料理◎大庭英子

【材料】4人分

豚 スペア リ ブ の トマ ト 煮 込 み

今月の

ココがポイント！
骨周りのおいしい部分も逃さずいただきましょう。
野菜を入れる前に弱火の蒸し煮でしっかり煮ておくと、骨離れが
よくなります。
1人分：約390kcal

調理時間：約60分
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創刊５００号おめでとうご
もあり︑若い頃から愛読中で

９７８年誕生とあって親近感

創刊５００号︑私と同じ１

親子二代でフル活用

ざいます︒３月号の浅田先生
す︒今では娘と親子二代で料

おにぎり

に共感を覚え︑初めてペンを

ブルとフル活用させていただ

そして趣味の家庭菜園のバイ

理の参考に︑食と農の勉強に︑

とりました︒
代の悲しい思い出︑真っ

白いおにぎり︒どれだけ食べ

のエッセイや読者の方々の絵

いております︒また︑著名人
手 紙 も 芸 術 的 で ス テ キ で す︒

︒
…お金があって
も物がない︒おにぎり１個で

泣きと笑いがあった︒今日は

今後も６００号をめざし︑た

たかったか

保存食に炊いたおにぎりを冷

信を楽しみにしております︒

くさんのとっておき情報の発

凍庫に入れておく︒安心と満
足感︒平和がありがたい︑
歳のババです︒

91

神奈川県・髙橋典資さん

大阪府・谷野尚美さん

熊本県・坂田靖子さん

2020年6月19日
（金）
締切
2020年7月17日
（金）
締切

9月号 豚肉スタミナメニュー
10月号 新米を美味しく食べる丼

10

︵神奈川県・市川美香子さん︶ ︵愛媛県・石丸美生さん︶

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
写真はイメージです

A
焼き菓子詰め合わせギフト・・・・・・・・ 20名様
JA全農たまご直営のスイーツのお店
「TAMAGO COCCO」
（東京都新宿区）
の、たまごの美味しさが詰まった、こだ
わりの焼き菓子（マドレーヌ、フィナン
シェなど15袋）をお楽しみください。

［ 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。

B

［今月の表紙］
モロヘイヤの花

（日本実業出版社）
「やさしい、おいしい はじめよう乳和食」
・・・・・・・・

10名様

なるほど全農で紹介した小山浩子さん
の乳和食の本です。グルマン世界料理
本大賞2019「チーズ ・ミルク部門」で
世界第2位を受賞しました。毎日の食事
に簡単にとり入れられるので、ぜひ参考
にしてください。

●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かBどちらか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6月25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 ：3月号のA「湘南ゴールド」には3331通の応募があり山形県の斉藤さん他19名、B
「500号記念卓上カレンダー」には662通の応募があり佐賀県の山下さん他249名、C「小林宙
さんの本＆野菜のタネ」には445通の応募があり京都府の村田さん他4名が当選されました。お
めでとうございます。

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。

今が旬 ︑あんずの里からお届 けする
フレッシュな 果 実 をお見 逃 しなく！

あんずは日本では古くから栽培されている果樹ですが、
在来品種は酸味が強いため、
ジャムやシロップ漬け、ドライフルーツなどで食べられてきました。
あんずの特産地は長野県。初夏のひと月に加工用・生食用など
多彩な品種が次々と出荷されます。
旬が短く、熟すのが早いため
生のあんずを手に入れることが出来るのはとても短い期間です。
ＪＡタウンでは、甘みが強く生食で人気の
「ハーコット」などフレッシュなあんずを販売しています。
甘酸っぱい芳醇な香りをぜひお楽しみください。

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
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