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ふるさと探訪

きゅうり
さん

のエッセイ
連載 ﹁食﹂と﹁農﹂

今野 敏
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今月のおすすめレシピ

タイ風グリーンカレー

撮影◎磯野博正

︻岩手県盛岡市︼
文◎編集部

鮮 度 抜 群！
パリパリ 食 感の

きゅう り

盛岡市
秋田県

き うり

きゅ うり

きゅうりの名前は︑胡︵西の方︶から伝えられた瓜ということから﹁胡瓜﹂
︑

完熟した実が黄色いので﹁黄瓜﹂に由来しているといわれています︒
現在は未熟で皮が柔らかいうちに収穫しているので︑
緑色の爽やかなイメージが一般的です︒

年中出荷されているきゅうりですが︑夏本番を迎え︑中心産地が東北へと移ります︒

夏の太陽をたっぷり浴びた旬のみずみずしいきゅうりを求めて

Ｊ Ａいわて中央︒管内を北上川が

岩手県のほぼ中央部に位置する

栽培で作つけ期間を延長する生産

の雨よけハウスによる促成・抑制

培が中心です︒その前後に無加温

８月に出荷最盛期を迎える露地栽

頃から植えつけが始まり︑７月・

﹁遅霜の心配がなくなる５月下旬

有数の生産量を誇ります︒

合わせて︑木に負担をかけないよ

けさせるためには︑天気や生長に

でうまく伸ばしてたくさん実をつ

迎えます︒主枝から子枝︑孫枝ま

﹁植えつけから約１ヵ月で収穫を

ん︒

を続けることは容易ではありませ

ＪＡいわて中央を訪ねました︒

流れ︑内陸性の気候のため特に初

うな水やりと追肥が肝心です︒実

なっています︒なか

野菜の作つけが多く

ズッキーニなど夏秋

やトマト︑ピーマン︑

多いので︑きゅうり

いなど繊細な作物で︑長期間収穫

湿や通気が悪いと病気になりやす

必要な一方で雨には弱く︑土の過

きゅうりは生育時に水が大量に

売部園芸特産課の藤原裕介さん︒

ます﹂と︑Ｊ Ａいわて中央営農販

て中央野菜生産部会キュウリ専門

の管理が重要です﹂と︑Ｊ Ａいわ

めるなど︑手間を惜しまない毎日

をこまめに摘みながら収穫をすす

通気性をよくするために︑葉と枝

が葉の影にならないように︑また︑

旬の７〜８月が
出荷のピーク

夏から秋にかけての昼夜の温度差

者もいて︑ 月頃まで出荷が続き

宮城県

が大きく︑日射量も

でもきゅうりは県内
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青森県

「生長に合わせた
肥培管理が大切」
と、キュウリ専 門
委員会の長沼直文
委員長

岩手県

蜂が花から花へと飛んで受粉を促します
最盛期には朝と夕方の2回収穫

病害虫の被害や冷夏などの天候

委員会の長沼直文委員長︒

不順により生産量が落ち込むなど︑

さまざまな困難を乗り越え︑きゅ

うり産地として 年近くの歴史を

なるようトンネル型の支柱で栽培

スレて傷がつくので︑内側に実が

きゅうりは風に揺られると実が

１日２回収穫︒
鮮度保持しながら店頭へ

産を目指しています︒

とで︑より高品質なきゅうりの生

確認し︑情報や技術を共有するこ

すよ﹂とのこと︒畑で直に状況を

の午後からこの畑で研修会なんで

ます﹂と︑長沼委員長︒
﹁実は今日

たりして技術の向上をはかってい

どから講師を招いて研修会を開い

報交換したり︑Ｊ Ａや種苗会社な

﹁毎月︑生産者同士が集まって情

築き上げてきました︒

40
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「パリパリ食感が全然違うの
で、ぜひ一度食べてみてく
ださい」と、JAいわて中央
の藤原裕介さん

﹁日中の暑い時間帯に収穫すると

します︒

も伸びるので朝と夕方の２回収穫

さに最盛期︒実は１日に２〜３㎝

物などにしてよく食べられますが︑

香りも断然違います︒サラダや漬

た歯切れのよい食感と味︑そして

ずしくて色が濃く︑パリパリとし

った露地栽培のきゅうりはみずみ

夏の日差しをたっぷり浴びて育

保っているのです﹂と︑説明して

傷みやすいので︑朝５時頃からと

皮の緑色の部分にはカロテンが含

くれました︒

夕方︑涼しくなってから収穫しま

されています︒蜂が花から花へと

す︒朝は収穫して作業場に運び︑

まれ︑油に吸収されやすいので︑

受粉を促し︑次々と開花して︑ま

選別・箱詰めして 時までにＪ Ａ
の集荷施設に出荷します︒出荷の

す︒

炒め物に利用するのもおすすめで

夜の２回受付を行い︑予冷施設で

収穫に合わせて集荷施設も午前と

んは︑
﹁きゅうりは鮮度が命です︒

続けて︑Ｊ Ａいわて中央の藤原さ

で時間との勝負﹂と︑長沼委員長︒

格に合わせて選別︑箱詰めするの

迎える夏こそ︑熱中症対策にきゅ

推進しています︒これから本番を

﹁キュウリビズ﹂キャンペーンを

ど東北６県のきゅうり産地では︑

はもってこいのきゅうり︒岩手な

体を冷やす作用もあり︑暑い夏に

ミンＣやカリウムなどを補給し︑

発汗で消耗した身体には︑ビタ

中心となるＭサイズは長さが ㎝

冷やした後︑保冷車で鮮度を保持

うりを食べましょう︒

︵取材 ２０１９年７月下旬︶

しながら出荷します︒いわゆるコ

前後︑曲がりは ㎝ 以内などの規

21
ールドチェーンを築いて︑品質を
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出荷の段ボール箱の隅にラインが引
いてあり、ここできゅうりの曲がりを
確認して箱詰めします。作業効率ア
ップの一工夫です
曲がっている摘果品のきゅうりは「も
● JAいわて中央
ぎりっこ」のネーミングで出荷。漬
【きゅうり】生産概要
物にピッタリサイズで人気です
生産者：約280名
栽培面積：約28ヘクタール
出荷量：約1960トン（2019年度実績）
主な出荷先：岩手県内、東京、神奈川など

読 者 から の 応 募 料 理

きゅうりのお手軽メニュー

1人分：約220kcal

調理時間：約20分

きゅうりのシャキシャキ感を残します

きゅうりと豚肉の炒め物
愛知県・日比野朗子さん

【材料】4人分
きゅうり…2本 豚切り落とし肉…200g エリンギ…2本
くるみ…40g しょう油…小さじ2 酒…小さじ2 片栗粉…小さじ4
A しょう油…小さじ2 酒…小さじ2
鶏がらスープの素（顆粒）…小さじ2 砂糖…小さじ1
サラダ油…大さじ2 ごま油…少々
1
2
3
4

きゅうりは縦半分に切り、１cm幅の斜め切りにする。
エリンギは４cm長さ、5mm幅の拍子木切りにする。
ポリ袋に食べやすく切った豚肉、しょう油、酒を入れてもみ、最後に片栗粉をまぶす。
フライパンにサラダ油を熱し、中火で豚肉を炒め、色が変わったらエリンギを加えて炒め、火
が通ったら、きゅうり、くるみを加えてさっと炒め、合わせておいたAを加えて味を調え、最後
にごま油をかける。
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丼にしたり、麺にかけても

きゅうりと
ひき肉の炒め煮
京都府・よっちゃんさん

1 きゅうりは7mm幅の大きめの斜め切りにし、キッチ
ンペーパーでしばらく包み、水気を取る。
2 フライパンに油を熱し、しょうがを入れて香りが出
たら、ひき肉を加えて炒め、カレー粉、塩を加え、
軽く火が入ったら、きゅうりを加えてややしんなりす
るまで炒める。
3 だし汁を加えて、水分がなくなるまで炒め煮にする。

【材料】4人分
きゅうり
（太め）…2本 豚ひき肉…100g
しょうが（みじん切り）…1片分
だし汁…大さじ3 カレー粉…小さじ2
塩…小さじ1 オリーブ油…大さじ1

1人分：約95kcal

調理時間：約15分

ごはんのお供に、おつまみに

きゅうりの
しょう油漬け
佐賀県・野中恭子さん

【材料】4人分
きゅうり…2〜3本 しょう油…20ml
砂糖…大さじ1 ゆずこしょう…適量
ごま油…大さじ1 白いりごま…大さじ1
1 きゅうりは乱切りにする。
2 ポリ袋にしょう油、砂糖、ゆずこしょうを入れ、きゅ
うりを加えて混ぜ、一晩おく。
3 ごま油を加えて、ひと混ぜして器に盛り、ごまをふ
りかける。

1人分：約60kcal
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調理時間：約10分（漬け置く時間除く）

植えつけ

らい

July

か

花蕾という開花前のつぼみや
花茎を食べる野菜です︒
高温多湿に弱いので高畝に
するなど水はけのよい対策を︒
側枝から出る側花蕾は

生育適温は 〜

15

℃︒春まき夏ど
20

土寄せをしたり支柱を立てるなどし

う︒茎が高く伸びるので︑しっかり

う高畝にして水はけをよくしましょ

時期と重なるため︑湿害がでないよ

植えつけ直後は台風や秋の長雨の

のがおすすめです︒

が難しいため︑購入苗を植えつける

でも育てられますが︑暑い夏の管理

が育てやすいです︒また︑たねから

すが︑病害虫の心配が少ない夏まき

りと夏まき秋冬どりの作型がありま

菜園ならではのお楽しみです︒

本葉４〜６枚のしっかりした苗を手に入れます。ポット
ごと水につけて十分吸わせ、根鉢を崩さないように
取り出し、深植えにならないように気をつけて植えつ
けます。株元を手で押さえて落ちつかせましょう。

穫

●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週間前までに、
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）

●ブロッコリーの栽培スケジュール

植えつけ

つけしましょう︒

ちょう か

ナ科の野菜は2年以上あけてから作

連作障害があるので︑同じアブラ

種を選んで栽培しましょう︒

しむためには︑側花蕾が多くつく品

蕾のあとに側花蕾を収穫して長く楽

てくる花蕾が﹁側花蕾﹂です︒頂花

そく か らい

蕾﹂で︑わき芽が生長して次々と出

らい

主 茎 に つ く 大 き な 花 蕾 が﹁頂 花

です︒

て強風で倒れるのを防ぐことも大切

収

ブ ロッコ リ ー
イラスト◎かとうともこ 監修◎山崎弘一郎

地域によって多少の違いがあります
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コナガやハスモンヨトウ、ネキリムシ、ア
オムシなどがつきやすいので、防虫ネッ
トや寒冷紗などをトンネルがけして防ぎま
しょう。乾燥防止や強風などから守ること
もできます。

害虫対策

定植４週間後頃、茎葉の生長
が旺盛になったら、１㎡あたり
NK 化 成（16−0−16）30 g
程度を施用します。生育期間
が長い冬どり栽培や、側花蕾
を収穫する場合は、頂花蕾が
出始めた頃に、さらに2回目
の追肥を同量施用します。茎
葉や花蕾が生長すると、その
重さで株が倒れやすくなるの
で、追肥と同時に株元に土寄
せをすると倒れにくくなります。

追肥・土寄せ

側花蕾

頂花蕾の収穫後、わき芽から出た側花蕾が
大きくなったら順次収穫します。品種にもよ
りますが、500円玉大くらいが収穫の目安
です。花が咲くまで長く収穫が楽しめます。
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次回はラディッシュです

頂花蕾の直径が１０〜１５㎝ほどに育
ったら収穫適期です。茎を10cmほ
どつけて蕾が固くしまっているうちに
包丁などを使って収穫しましょう。収
穫が遅れると黄色い花が咲き、味が
落ちてしまいます。

収穫

3．
発酵

炊飯器の蓋を開けたまま布巾
などをかぶせ、保温スイッチ
を入れたまま５０〜６０℃に保
ち、時々かき混ぜて温度を一
定にし、６〜８時間かけて発酵
させる。

撮影◎黒部徹

4．
仕上げ

よく混ぜ合わせて味見をし、
麹の粒が硬かったり、甘味が
足りない場合はさらに１〜２時
間おいて仕上げる。

料理◎大森いく子

炊飯器にうるち米（またはも
ち米）を入れておかゆを炊く。

甘酒の作り方

1．
おかゆを炊く

米麹から作る甘酒は︑自然で優しい甘さが楽しめます︒
炊飯器を使って簡単に手作りできるのでぜひマスターしましょう︒

2．
米麹を混ぜる

おかゆが炊けたら、炊飯器の
蓋を開けて60℃くらいまで冷
ます。米麹をよくもみほぐし
ておかゆに混ぜ、木べらなど
を使ってよく混ぜる。

●粒が気になるようでした
ら、ミキサーにかけてなめ
らかにしましょう。
デザートや料理はもちろん、
ドレッシングなど調味料と
しても使えます。
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甘酒プリン
【材料】100ml型4個分
（甘酒は作りやすい量：約3〜4カップ分）
うるち米…1合 米麹(乾燥)…200g
甘酒…1カップ 牛乳…1/2カップ 生クリーム…1/2カップ 粉ゼラチン…5g
水…大さじ3 砂糖…大さじ1 すいか、メロン…各適量

1
2
3
4
5
6

水にゼラチンをふやかし、電子レンジ(600w)に20秒かけて溶かす。
甘酒はミキサーにかけてなめらかにする。
最後のトッピング分はミキサーにかけず残しておく。
ボウルになめらかにした甘酒、牛乳を入れ、１を加えてよく混ぜ合わせる。
別のボウルに生クリーム、砂糖を入れて泡立て器で六分立てに泡立て、
3に加えて混ぜ合わせる。
水にぬらした型に等分に流し、冷蔵庫で冷やし固める。
型から抜いて器に盛り、残しておいた甘酒をかけ、すいか、メロンを切って添える。

◎1個分：約190kcal
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調理時間：約30分（冷やし固める時間除く）

﹁食﹂と 第 回
今野 敏 さん
﹁農﹂の
エッセイ

もぎたてトウキビ
﹁北海道出身です﹂と言うと︑ 人中

19

実のところ︑ジャガイモにもトウモ

シはおいしいですよね︑とも言われる︒

でも︑ジャガイモとか︑トウモロコ

物を食べた記憶などほとんどない︒

のど真ん中で育ったので︑新鮮な海産

ているのだろうが︑私は山の中や平野

ホタテだのといった海産物を思い描い

うとき︑おそらくウニだのイクラだの

がない︒人々が﹁おいしいもの﹂と言

んなにおいしいものを食べていた記憶

実のところ︑北海道在住の頃に︑そ

んあっていいですね﹂と言われる︒

７人くらいに﹁おいしいものがたくさ

10

連載

イラスト：今井夏子

12

頃に食べ過ぎたのだ︒おやつ代わりに

ロコシにもうんざりしていた︒子供の
手が伸びる︒

うとは思わなかったトウキビに思わず

そして︑しみじみと思うのだ︒ああ︑
やはり私は︑きっとおいしいものを食

ゆでたジャガイモを与えられた︒夏に
なればトウモロコシだ︒ちなみに道産

祖母は畑作りが好きで︑子供の頃住

べていたのだろうな︑と︒

んでいた家の裏手にあった山で︑野菜

子はトウキビと呼ぶ︒
ジンギスカンはどうですか︑と言わ

ジンギスカンも今では︑臭いがきつ

はずがない︒

年を取ったということなのかもしれ

いほどうまいと感じるようになった︒

ない︒新しい食べ物に挑戦するよりも︑

なつかしいものを食べたいと思うよう

になった︒

員で︑当時︑我々は公宅に住んでいた

れる︒我々の時代のジンギスカンとい

それにしても︑なぜ祖母があんな畑

のだ︒畑にするような土地を所有して

を持っていたのか不思議だ︒父は公務

トウキビは収穫してからゆでるまで

いたはずがない︒おそらく無断で使っ

などを育てていた︒トウキビも作って

の時間が勝負だと言われている︒とっ

ていたのではないか︒なにせ北海道だ

いたはずだ︒

てすぐにゆでればそれだけ甘みが保た

うのは︑ラムではなくマトンだ︒当然

ところが最近︑昔食べていたものの

れる︒

臭いもきつく︑残念ながら︑子供の頃

ことを思い出すことが多くなった︒若

は好きではなかった︒

い頃は見向きもしなかったジャガイモ
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から空き地はいくらでもあった︒おお

（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。

らかな時代だった︒

幻冬舎

子供の頃は︑もぎたてゆでたてのト

「焦眉」

ウキビを食べていたのだ︒うまくない

1955年北海道生まれ。上
智大学在学中の1978年に
デビュー。レコード会社勤
務を経て執筆活動に入り、
ミステリーから警察、伝奇、
格闘小説まで幅広く活躍。
2006 年『隠 蔽 捜 査』で 吉
川英治文学新人賞、2008
年『果断 隠蔽捜査2』で山
本周五郎賞、日本推理作家
協会賞を受賞。

のことを︑ふとなつかしく思ったりす

今野 敏

る︒東京に出て来てから進んで食べよ

（こんの びん）

日本が世界に誇る肉専用種︻和牛︼

日本生まれの日本育ち
柔らかく繊細で芳醇な味わいの牛肉です︒

すき焼き︑しゃぶしゃぶ︑鉄板焼きなど︑和牛を使った料理は海外でも大人気です︒
風味豊かでキメ細かな肉質は世界でも和牛だけ︒
肉の筋繊維に網目状に入った脂肪をサシ︵霜降り︶と呼びますが︑
霜のように美しく︑とろける食感と甘くて深い味わいは︑一度食べたら忘れることができません︒
日本が世界に誇る﹁肉専用種﹂の和牛を詳しく探ってみました︒

産牛とは︑日本国内での飼育期間が他

和牛＝国産牛と思いがちですが︑国

スバックできる﹁牛トレーサビリティ

という情報をいつでも得られ︑トレー

まれて︑誰にどのように育てられたか

ベルの個体識別番号から︑牛がいつ生

録されます︒精肉パックに貼られたラ

われてきた固有の品種で︑

の地域よりも長い牛のことです︒例え

制度﹂が確立しています︒

４品種が和牛です︒

畜産関係機関や畜産農家の

ば乳用種のホルスタインや︑和牛と乳

牛は明治以前から日本で飼

長年の努力によって改良されてきまし

牛の交雑種などもスーパーや精肉店で

和

た︒和牛の ％以上を占めるのは︑日

日本で育った牛にはすべて個体識別

どの情報が全て書かれた戸籍のような

く血統や︑どこの農家で生まれたかな

両親︑祖父母︑そのまた祖父母から続

本全国で飼われている
﹁黒毛和種﹂
です︒

番号が付けられ︑出生から肉になるま

和牛は生まれると名前がつけられ︑

での生産流通情報がデータベースに登

は国産牛と表示されています︒

山口県の﹁無角和種﹂
︑岩手県や秋田

れている﹁褐毛和種︵あか毛和種︶
﹂
︑

県などの﹁日本短角種﹂がいて︑この

その他にも熊本県と高知県などで飼わ
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書には人間の指紋と同じように一頭一

﹁証明書﹂を持っているのです︒証明

︵平成 年度︑農畜産業振興機構︶
︒一
方で輸入量は約 万トン︒私たちが食
べている牛肉の過半数は︑オーストラ

されることが︑こうした資源の循環を

生み出し︑持続性のある農業を支える

ことにもつながっているのです︒

柔らかく繊細で芳醇な味わいを楽しん

牛は２か月くらい長く飼育して出荷さ

日本の畜産農家が︑一頭一頭ていね

でいただく際︑こうした和牛の飼養が

いに時間をかけて︑育てた和牛︒その

畜産農家で生産されたたい肥は︑農

持つ意味に︑少しでも思いをはせてい

リアやアメリカなどから輸入した肉で

作物の肥料として利用されます︒例え

ただければと思います︒

す︒

ば︑そのたい肥で育った米の稲わらは︑

れます︒出荷までの期間が長いので︑

買い付けて出荷するまで育てる肥育農

牛の飼料や敷料に使われます︒昔から

繁殖農家と︑ か月齢くらいの子牛を

も言われています︒国内で和牛が飼養

日本の牛肉の生産量は約 万トンで︑ ﹁水の豊かな米どころに名牛あり﹂と
そのうち和牛は約 万トンを占めます

33

母牛を飼育して子牛を産ませ︑育てる

黒毛和種の雄で約 か月齢前後︑雌

頭違う﹁鼻紋﹂も添付されています︒
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家に役割分担している畜産農家が多い
です︒

記念日などに奮発して買った厚手の牛肉
をステーキで楽しむ場合のコツは、霜降り
の多い和牛の場合は冷蔵庫から出したら
すぐに筋切りをして、塩・こしょうでしっか
り下味をつけること。厚手のフライパンを
強火で煙がでるくらいよく熱し、油をひき
ます。肉を真ん中に置いて中火にし、なる
べく肉を動かさないで表面を焼いて肉汁
を閉じ込めます。肉の下から3分の1くら
いが焼けてきたら裏返し、アルミホイルで
軽く蓋をして火を止め、余熱で仕上げま
す。すぐにカットするとうま味が流れ出て
しまうので、10分程やすませます。塩とわ
さびで肉そのものの美味しさを存分に楽
しむのがおすすめです。

また︑品種や︑枝肉の格付け︑
飼育方法などを定義し︑付加価
値を高めたブランド牛︵銘柄牛︶
があり︑それぞれの推進団体が
ブランドを管理しています︒
﹁神
戸ビーフ﹂﹁松阪牛﹂﹁近江牛﹂﹁米
沢 牛﹂な ど︑全 国 に ３ ０ ０ 種 類
以上のブランドがあるといわれ
ています︒地元にどんなブラン
ド牛があるか意識して︑食べて
みるのもよいですね︒
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美味しいステーキを
焼くコツ

10

おすすめ

【作り方】
1 鶏肉を一口大に切る
2 なすは1.5cm厚さの輪切り、ピーマン、パプリカは乱切り、い
んげんは3cm長さ、しょうがは薄切り、たけのこは食べやすい大
きさの薄切りにする。
3 フライパンにサラダ油大さじ1/2を熱し、鶏肉、しょうが、たけの
こを入れて軽く炒めて取り出しておく。

レシピ

辛 さとともにまろやかな 甘 みを 感じます

鶏もも肉…250g なす…2本 ピーマン…2個
パプリカ
（赤）
…1個 たけのこ
（水煮）
…150g さやいんげん…4本
しょうが…1片 グリーンカレーペースト…50g
ココナッツミルク…400ml 鶏がらスープ…1.5カップ
ナンプラー…大さじ1 砂糖…大さじ1 サラダ油…大さじ2
塩…適量 香菜、
バジルの葉…各適量 ごはん…適量

料理◎大森いく子 撮影◎黒部徹

【材料】4〜5人分

タイ 風 グ リ ー ン カ レ ー

今月の

4 鍋にサラダ油大さじ1.5を入れ、グリーンカレーペーストを弱火で
炒め、香りが出てきたらココナッツミルクを加えて中火にかける。
5 煮立ったら火を弱め、２の残りの野菜、３、鶏がらスープを加え、
弱めの中火で15分程火が通るまで煮る。
6 香菜、バジルを加え、ナンプラー、砂糖を加えて塩で味を調える。

ココがポイント！
香菜、バジルは好みで加えてください。
きのこや根菜などの具材を入れてもおいしいです。
1人分：約490kcal

調理時間：約40分
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絵が可愛くて
わかりやすい

いが届きました︒それがそら
まめ２袋でした︒娘に聞くと
合格祝いに大好きなそらまめ

塩ゆでしたそらまめを頬張

ました︒

る娘と合格を祝い︑あと数日

笑ったり涙したり ︒
…そらま
めの季節になると思い出しま

を リ ク エ ス ト し た と の こ と︒ で 家 を 離 れ る 淋 し い 思 い と︑
これまたビックリ︒家では２

地元のＡコープで初めてエ
プロンを手に取りました︒今
す︒

︵岩手県・岩泉友枝さん︶

〜３回しか食べさせたことが
にそらまめか！と︑大笑いし

まで知らなかったので︑オシ
４月号の菜園﹁ピーマン﹂は

ャ レ だ と び っ く り し ま し た︒ なく︑意外だったし︑お祝い
本当によかったです︒保育園
で毎年野菜を作っていますが︑

愛知県・長尾美祢子さん

皆素人なので出来ただけでよ
しの野菜作りです︒毎年︑新
聞の切り抜きなどを集めて勉
強していますが︑なかなか ︒
…
エプロンは絵が可愛くてわか
りやすく︑とても助かりまし
た︒収集した中でベスト１で
した︒参考にして頑張ってみ
ます︒次号も楽しみにしてい
ます︒
︵鹿児島県・こりんさん︶

そらまめの思い出
４月号のそらまめをみて思
い出すことは︑長女の大学合
格が決まり︑同級生からお祝

神奈川県・大塚ヨシ子さん

神奈川県・河内栄子さん

読 者 の ひ ろ ば
P L A Z A

福岡県・権藤和子さん
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I N F O R M A T I O N

写真はイメージです

今月は岩手県の赤身がおい
しい和牛「短角牛」の『 ハン
バーグ詰め合わせ 』
（ 10個
セット）
を20名様にプレゼン
トします。ノーマルとチーズ
入りの2種類をセットにして
お届けします。
［今月の表紙］
キュウリの花

［ 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7月21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 ：4月号の「そらまめ」には2630通の応募があり神奈川
県の藤本さん他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。

10月号 新米を美味しく食べる丼
11月号 こんにゃくのおかず

2020年7月17日
（金）
締切
2020年8月20日
（木）
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。

甘い香 りと
ジューシーな 果 汁が
口いっぱいに広がります ︒
みんなが大 好 きな
﹁ 桃 ﹂の季 節が到 来！
おかやま夢白桃

ふっくらと丸みを帯び、産毛をまとった果皮は紅色や優美な白色、黄色など
短い夏のシーズンに「白鳳」
「白桃」
「黄桃」系などいろいろな品種が登場します。
手で皮がスーッとむけるくらい追熟した柔らかめの桃が好きな人、
収穫したての桃を水洗いしてガブリと丸かじりするのが好きな方、
好みも様々だと思いますが、桃は品種も多く、味や食感がそれぞれ異なります。
JAタウンでお取り寄せをして、食べ比べてみるのも楽しいですね！
冷やし過ぎると甘さや芳醇な香りが損なわれてしまうので、
食べる１〜２時間前に冷蔵庫で冷やすのが美味しくいただくポイントです。

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
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