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今月のおすすめレシピ

牛肉と夏野菜の炒め物

撮影◎磯野博正

︻山梨県南都留郡鳴沢村︼
文◎編集部

富 士 山 の 麓 で 育 ま れる

高 原 キャベツ

神奈川県

鳴沢村

生で付け合わせに︑調理して主菜にも副菜にもなるキャベツは︑
食卓を豊かに彩ってくれる万能野菜です︒

季節ごとに品種をかえ︑産地をかえながら一年中出荷されていますが︑

夏といえば標高１０００メートルから１５００メートルの高冷地で栽培される
﹁高原キャベツ﹂が抜群の美味しさを誇ります︒

今回は世界文化遺産の富士山麓に広がる山梨県鳴沢村のキャベツ畑を訪ねました︒

り︑村の特産品となっています︒

柔らかい甘みのあるキャベツを生

が︑玉張りがよくてずっしり重く︑

富士山麓の恵みと昼夜の寒暖差

弱いキャベツを夏場に育てること

﹁もともとはダイコン産地だった

み出しています︒しかし︑長雨や

水はけのよい火山灰の土壌や降水

キャベツは胃腸の保護に役立つ

のですが︑連作障害などによりキ

日照不足︑酷暑など天候不順は作

辺建司さん︒

ビタミンＵ︵キャベツから発見さ

ャベツに切り替え︑年々作付面積

物にとって大敵なのは言うまでも

ができます﹂と︑Ｊ Ａ鳴沢村の渡

れ︑別名﹁キャベジン﹂といいま

が増え︑品質と味の良さが認めら

ありません︒

量の少なさなどが適していたこと

す︶やビタミンＣが豊富な野菜で

れて１９７７年に国の指定産地と

から１９６０年代から栽培が始ま

す︒ここＪ Ａ鳴沢村

なりました︒

は自然との戦いです︒最近の異常

ャベツが出来るのですが︑一方で

気象は対応が大変で﹂と︑渡辺さん︒

〜 ℃まで下がります︒

真夏でも日中は ℃を超えず︑

キャベツ畑には朝露がたまり︑地

夜間は

﹁自然の恵みを受けて美味しいキ

は標高約１０００メ

昼夜の寒暖差で甘みが
のり︑食感も抜群

静岡県

ートルの富士山麓に
あり︑冷涼な高原の

面を潤すことで︑高温や干ばつに

特長を活かした野菜

30
の栽培が盛んな地域︒

16
なかでもキャベツは︑
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15

埼玉県
長野県

山梨県

3へクタールのキ
ャベツ畑を栽培す
る渡辺尚樹さん、
恵美さんご夫婦

り直すこともあるそうです︒キャ

害がひどい場合は︑種まきからや

春先の気温が不安定で︑遅霜の被

実家の後継者となり︑今年で 年

さんは脱サラして妻の恵美さんと

と︑生産者の渡辺尚樹さん︒渡辺
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もかかわらずザクッザクッと包丁

渡辺さんの畑を訪ねると︑雨に

朝採り出荷で
新鮮なうちにお届け

目になります︒

しは負担がかかり難しいですね﹂

重なるので︑手一杯です︒まき直

が始まり︑植えつけ︑防除作業が

期の管理が重要です︒７月は収穫

が集中しないように畑ごとに収穫

っぱいまで収穫しますから︑作業

早朝から包丁を使って一玉ずつ
丁寧に収穫します

ベツは植えつけから収穫まで約３
ヵ月かかります︒まき直しで救わ
れる面もありますが︑生産者にと
っては大きな負担になる実情もあ
ります︒
﹁種まきの時期をずらして 月い
10
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「収穫ピーク時には、1日 2000
箱（10㎏箱）出荷します」と、
JA鳴沢村の渡辺建司さん

と苦笑いの渡辺さん︒農家一人ひ

出荷できるのに︑二度手間ですね﹂

いれば︑収穫しながら畑で箱詰め︑

ボール箱に詰め替えます︒晴れて

に入れて作業場に運び︑専用の段

す︒今日は雨模様なのでコンテナ

﹁うちは５時半くらいから始めま

をつけて収穫をするそうです︒

明の２時︑３時頃から頭にライト

する音が聞こえます︒早い人は未

を使って一玉ずつキャベツを収穫

語る渡辺さん︒

には面積を広げたい﹂と︑抱負を

ます︒契約出荷も順調で︑将来的

とって大玉キャベツを生産してい

要が増えているので︑株間を広く

最近はカット野菜用キャベツの需

培は﹃難しい﹄の一言につきます︒

﹁毎年気候が安定しないので︑栽

もいます︒

培を身近に感じ︑後継者となる人

い頃から収穫を手伝いキャベツ栽

れでも︑渡辺さんのように︑小さ

雄大な富士山麓の清々しい高原

とりの徹底した品質管理と﹁朝採
りの新鮮で美味しいものを届けた

また︑重いキャベツの収穫は手

富士五湖周辺に観光の際は︑新鮮

景は鳴沢村の夏の風物詩のひとつ︒

感が楽しめます︒キャベツ畑の風

で育てられた朝採りキャベツは︑

作業のため腰に負担がかかります︒

高原野菜が人気のＪ Ａ鳴沢村が運

甘くみずみずしく歯切れのよい食

﹁それで親父が体を悪くして︑後

営する﹁道の駅なるさわ﹂にもお

い﹂という思いが︑早朝の収穫の

を継ぐことにしました﹂と渡辺さ

原動力になっています︒

ん︒小規模な畑が多く機械化も難

立ち寄りください︒

︵取材 ２０１９年８月下旬︶

しく︑高齢化に伴い作業が大変に
なっていることは否めません︒そ

05

JAの選果場に11時までに出荷。午後
1時にはトラックに積み込み各地へ運
ばれます

● JA鳴沢村

【高原キャベツ】生産概要
生産者：18名
栽培面積：約43ヘクタール
出荷量：約900トン（2019年度）
主な出荷先：関東、中京

読 者 から の 応 募 料 理

キャベツもりもりレシピ

1人分：約300kcal

調理時間：約25分

大 人も子どももぺろりと食べられます

蒸しキャベツの
タルタルソースがけ
三重県・松浦留美子さん

【材料】4人分
キャベツ…1個 ゆで卵…4個 らっきょう
（みじん切り）、
しば漬け
（みじん切り）…各大さじ3 おろしにんにく…少々 マヨネーズ…70g
生クリーム…大さじ1 粉チーズ…大さじ2 砂糖、塩…各少々
1 キャベツは芯のまま６〜８等分に切る。
2 蒸気の上がった蒸し器にキャベツを外側を下にして並べ、強火で15分程、
柔らかくなるまで蒸す(ラップをかけて電子レンジでも)。
3 ゆで卵は殻をむき、ボウルに入れてフォークでみじんに細かく刻む。
4 ３に残りの材料を加えて混ぜ、タルタルソースを作る。
5 器にキャベツを盛り、タルタルソースをかける。
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しっかり味で主 菜としても

キャベツのもりもり
ごちそうサラダ
東京都・渡部裕子さん

1
2
3
4
5
6

【材料】4人分
キャベツ…400g 豚薄切り肉…200g
トマト…2個
A
豚肉は細切りにして、Aを加えて混ぜ、下味をつける。
おろしにんにく、おろししょうが…
キャベツはせん切りにして冷水にさらし、パリッとし
各1片分 しょう油、酒…各小さじ2
たら、しっかり水気をきり、器に盛る。
B
トマトはヘタをくり抜いて皮を湯むきし、1.5cm角
おろししょうが…大さじ1
に切る。
しょう油…大さじ3 酢…大さじ2
ボウルにBを入れて混ぜ、ドレッシングを作る。
砂糖…大さじ1.5 ごま油…小さじ1
フライパンに油を熱し、１を入れてほぐすようにして
塩…少々
炒め、取り出して粗熱を取る。
サラダ油…大さじ１
２のキャベツの上にトマト、豚肉の順に盛り、食べる
1人分：約300kcal 調理時間：約25分
直前に4をかける。

さわやかでまろやかな
冷たいスープ

たっぷりキャベツの
和 風 冷製スープ
埼玉県・松岡典子さん

1
2

3

4
5
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【材料】4〜6人分
キャベツ…500g 無調整豆乳…500ml
水…50ml〜100ml（キャベツの水分量
キャベツはザク切りにする。
や豆乳の濃さにあわせて調整）
鍋にキャベツ、塩、水を入れ、ふたをして中火にかけ、
味噌…大さじ2 塩…小さじ1/2
煮立ってきたら、弱火にして柔らかくなるまで10 〜
パセリ
（みじん切り）…少々
20分程煮る。
黒こしょう…少々
粗熱が取れたら、ミキサーに入れて豆乳、味噌を
オリーブ油…大さじ2〜3
入れてふたをして撹拌する。一度に入らない場合は
2回に分けて撹拌する。
ボウルなどに移し、冷蔵庫で冷やす。
器に盛り、パセリ、こしょうを散らしてオリーブ油を
1人分：約235kcal 調理時間：約30分
（冷蔵庫で冷やす時間含まず）
回しかける。

たねまき

深さ1cm程度のまき溝を
作り、たねがかさならな
いようにすじまきにしま
す。土をかぶせて軽く押
さえ、たっぷり水やりし
ます。

A ugus t

短期間で収穫でき︑小さめの
プランターでも楽しめます︒
菜園ビギナーや子どもと一緒に

●ラディッシュの栽培スケジュール

たねまき

植え替えには向かないので︑直ま

すくなるので︑収穫遅れにならない

場は生育が進み︑スやヒビが入りや

のようですが︑ダイコンの仲間です︒ きして間引きしながら育てます︒夏
たねまきからおよそ 日前後で収穫
ができ︑場所もとらないのでプラン

ようにします︒

℃なので︑春と秋が手もかか

虫がつきやすいので風通しをよくす

寒冷紗などで覆って日よけをし︑害

を丸ごとどうぞ！

いろいろ楽しみましょう︒採れたて

子 ど も と 一 緒 に 栽 培 を 楽 し む な ら︑ あるので︑たねまきをずらしながら

ンジ︑紅白など︑さまざまな品種が

プ︑根の色は赤︑白︑ピンク︑オレ

おなじみの赤い丸形や細長いタイ

ター菜園や畑のちょっとした空きス

30

作りたい方におススメです︒

（ベランダでも畑でも栽培できます）

るなど注意をして育てましょう︒

綺麗な根のラディッシュを作るためには、有機物に
富んだ、柔らかくて排水性と保水性の良い土壌が
適しています。完熟堆肥の施用が有効ですが、た
ねまき直前の堆肥施用は、かえって根の肌を損ね
ることがあります。たねまきの１ヵ月以上前に、
１㎡
あたり１kg程度の完熟堆肥を施用してください。
時間がとれない場合には、堆肥は施用しないほう
が安心です。
栽培期間が短いので元肥は少なめ。たねまきの１
週間前に、
１㎡あたり化成肥料(８-８-８)30g程度を
施用し、土に混ぜ込み、水やりして土によく馴染ま
せておいてください。前作の肥料が残っているよ
うなら無肥料でもOK。追肥は不要です。

大根︶というように︑見た目はカブ

穫

収

根の色や形などいろいろな品種が
あってカワイイですよ︒

指導：岡本 保（ＪＡ全農 肥料研究室技術主管）

別 名﹁ハ ツ カ ダ イ コ ン﹂
︵二 十 日

●土づくりワンポイントアドバイス

ペースにおすすめです︒生育適温が
〜

15

らず栽培適期といえます︒夏休みに

20

ラ ディッシュ
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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間引き

４〜７日で発芽します。

本葉が出始めたら混んでいる所や生育の悪
いものを間引きして、株間２〜３cmにします。
混み合った所は随時間引き、穴が開かない
ように土寄せしておきます。
本葉４〜５枚で株間５〜６cmになるように間
引きましょう。

発芽

水やり

乾燥に弱いので夏場は特に土が
乾かないうちに水やりしましょう。

害虫対策

アブラムシやアオムシ、ヨトウ
ムシなどがつきやすいので、葉
の裏側などをこまめにチェックし
て、見つけたらすぐに取り除き
ましょう。
防虫ネットや寒冷紗で覆ってしま
えば、日よけにもなり安心です。

収穫

本葉が５〜６枚になり、土からのぞく根の直径が
品種にふさわしい大きさになったら、引き抜い
て収穫します。採り遅れると根にスが入ったり、
ヒビ割れてしまうので注意しましょう。
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次 回はニンニクです

撮影◎榎本修

煮崩れしないように、皮側の
四隅を切り落とし面取りをし
て仕上げる。

料理◎大庭英子

4．
面取りする

かぼちゃの下ごしらえ

1．
わたと種を除く

かぼちゃを洗って水気をふき、
切り口を下にしてすべらない
ように 注 意して、縦 に３〜４ まな板の上にのせてわたと種
cm幅に切り、さらに横３〜４ をスプーンで丁寧に取り除く。
cm幅（３〜４cm四方）に切る。

かぼちゃは下ごしらえを丁寧にすると口当たりがよく︑味のしみ込みが早くなります︒
ホックリ︑煮崩れ知らずの煮物に仕上げるコツをマスターしましょう︒

2．
切る

3．
皮をそぐ

かぼちゃの皮の表面が黄色く
変色したりキズがある所を包
丁でそぎ取る。

●かぼちゃが硬くて切りに
くい場合は、ラップをして
軽く電子レンジにかけると
よいでしょう。
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かぼちゃの煮物
【材料】4人分
かぼちゃ…1/2個 水…2カップ しょう油…大さじ2.5
みりん…大さじ2 砂糖…大さじ2

1
2

◎1人分：約190kcal
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右頁を参考にかぼちゃの下ごしらえをする。
鍋にかぼちゃの皮目を下にして並べ、
水、しょう油、みりん、砂糖を加えて中火にかけ、
煮立ってきたら、ふたをして弱火で10 〜12分程、
かぼちゃが柔らかくなるまで煮る。

調理時間：約20分

20

茶色くなっていた︒その上︑ご飯が茶

子焼きも︑煮しめの汁を吸って半分は

である︒唯一鮮やかな色合いを持つ玉

蕗や蓮根︑大根︑南瓜︑人参︑里芋等々

しめで︑季節によって変化はするが︑

れていたからだ︒だいたいが野菜の煮

れは︑茶色ばかりのおかずが詰め込ま

かった︒大正一桁生まれの母が作るそ

正直なところ︑私はあまり嬉しくな

が毎日持たせてくれるようになった︒

中学生になってお弁当が始まり︑母

茶色いお弁当

﹁食﹂と 第 回
唯川 恵 さん
﹁農﹂の
エッセイ

連載

イラスト：今井夏子
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飯の時もあり︑とにかく見栄えが地味
だった︒

め︑へた紫茄子︑金時草 ……
︒なかな
か手に入らなくなった今︑贅沢だった

食感︑ちょっと甘めの出汁加減︑あん

か辿り着けない︒しっとり崩れるあの

いうだけでなく︑身体が︑もっと言え

味しく感じるようになった︒健康面と

大人になって︑野菜がたまらなく美

おけばよかったと後悔している︒

る間に︑もっと作り方のコツを聞いて

過剰なのかもしれない︒母が生きてい

のとろみ具合︒何かが足りない︒いや︑

毎年作るのだが︑理想の味になかな

なぁとつくづく思う︒

られたりして華やかだ︒それに憧れて︑

ば心が︑野菜を欲しがっている︒

較べて︑友人たちのお弁当はコーン

母に何度か申し入れたが︑最後まで変

やトマトで彩られ︑隅にイチゴが添え

わることはなかった︒昭和 年代︑私

野菜が嫌いだったわけじゃない︒あ

６００グラムほどにもなる︒煮てから

うりと違って肉厚で柔らかく︑重さが

太きゅうりの煮物がある︒普通のきゅ

母が夏になるとよく作っていた加賀

まりに日常的に食卓やお弁当に野菜が

の故郷︑金沢での話である︒

並んでいたので︑特別な思いがなかっ

が︑金沢ではまさに夏を代表する総菜

あんかけにして︑冷やして食べるのだ

しかし︑今はわかる︒あの頃に食べ
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たのだ︒

集英社

である︒摺り下ろした生姜をたっぷり

「みちづれの猫」

載せるのが我が家の定番だった︒

1955年、石川県金沢市生
まれ。銀行勤務などを経て、
84 年「海 色 の 午 後」で コ
バルト・ノベル大賞を受賞。
2002 年「肩 ご し の 恋 人」
で 第 126 回 直 木 賞、2008
年「愛 に 似 た も の」で 第
21回柴田錬三郎賞を受賞。
近著に「みちづれの猫」
「淳
子のてっぺん」等。

ていた野菜の多くは加賀野菜だった︒

唯川 恵

甘栗かぼちゃ︑源助大根︑加賀つるま

（ゆいかわ けい）

（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。
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野菜をもっと食べよう︻やさいの日︼

野菜摂取量が不足しています︒
プラス一皿を心がけて健康な毎日を！

二 次︶
﹂で は︑１日 に と り

くりの指標﹁健康日本 ︵第

り︑めん類など︒野菜は健康によいこ

といえば︑コンビニのお弁当やどんぶ

働き盛りの若い世代の身近なメニュー

と若い世代ほど少なくなっています︒

は両手に一杯︑ゆでたり煮たりした場

れん草なら 把です︒生で食べる場合

玉ねぎは 個︑レタスは小 個︑ほう

トマトは中 個︑にんじんは中 本︑

安量は調理前で︑きゅうりなら１本︑

８月 日は８︵や︶３︵さ︶１︵い︶の語呂合わせで﹁やさいの日﹂︒
みなさんは野菜を十分に食べていますか？
厚生労働省では︑健康な生活を維持するため﹁野菜を１日３５０ｇ 食べましょう﹂
と呼びかけていますが︑日本人の平均は２８１・４ｇ と約 ｇ 足りていないのが現状です︒
この不足分はおかず一皿相当なので︑毎日一皿プラスするだけで
野菜摂取量の目標を達成することができます︒これならすぐに始められそうですね︒

をとっており︑ 〜 歳代は２５０ｇ

たい野菜の量を３５０ｇ 以上としてい

生労働省が推進する健康づ

ます︒平成 年国民健康・栄養調査︵同

と︑ 歳代が３０５ｇ と一番多く野菜

まであと ｇ 必要です︒年代別でみる

い世代で１００ｇ ︒野菜１００ｇ の目

不足している野菜は平均 ｇ から若
70

30

70

ひたしやかぼちゃの煮物︑野菜サラダ

分を料理で考えると︑ほうれん草のお

わかりやすいと思います︒野菜の不足

合は片手で軽く一杯とイメージすると

厚

70

とはわかっていても︑ついつい不足し

30

がちです︒

20

省︶によると︑成人の野菜摂取量の平

21

均は２８１・４ｇ ︑目標値の３５０ｇ

31

60
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分と考えると︑目標達成はそれほど難

に野菜を多く使った主菜の場合は２皿

標値を達成できます︒野菜炒めのよう

で﹁プラス一皿﹂を心がけるだけで目

当します︒朝食︑昼食︑夕食のどこか

などの副菜サイズのおかず１皿分に相

ーは内臓脂肪となって肥満につながり︑

にくくなります︒とり過ぎたエネルギ

らが不足すると︑エネルギーが燃焼し

ネラル︑食物繊維が豊富ですが︑これ

します︒例えば野菜は︑ビタミンやミ

り︑必要な栄養素が連携して力を発揮

寿命と健康寿命の差が 年あります︒

日本は世界一の長寿国ですが︑平均

ルも多く含まれています︒

いわれる抗酸化成分のファイトケミカ

ます︒老化やがん予防に効果のあると

れます︒肥満予防に適しているといえ

しくはないような気がしませんか︒家

生活習慣病が発症する危険性も高まり

健康寿命を阻害する大きな要因のひと

とることを意識してみませんか︒

らすためにも︑今より少しでも野菜を

つが生活習慣病です︒長く︑健康に暮

さん食べることができ︑満腹感も得ら

一方で︑野菜は低エネルギーでたく

ます︒

菜店ではサラダや野菜の惣菜︑野菜ジ

野菜の小鉢を加えたり︑コンビニや惣

庭では常備菜や作り置きを︑外食では

10

共働き世帯の増加などを背景に、外食や中
食の市場は年々拡大しています。こうした中で
全農では輸入品の多い野菜の国産化に向け
て、外食、中食事業者など実需者のニーズに合
わせた商品開発、産地づくりに取り組んでいま
す。
からい
たとえば、通常のブロッコリーの 花蕾は11
〜12cmですが、
これが18cm程度
（700g以上
約2倍）
になる品種を導入し、全国で生産を振
興しています。花蕾が大きいと加工時の歩留
まりがよくなる利点があります。生のままや冷
凍、カット野菜などニーズに合わせて加工、販
売することで、
コンビニのサラダとしても商品
化されました。コンビニを訪れた際は、おにぎ
りやカレーなどの単品メニューに加えて、
この
大玉ブロッコリーが使われているかもしれな
い野菜サラダなど、国産野菜のお惣菜を選ん
でもらえると嬉しいです。

ュースなども一緒
に 買 う な ど︑
﹁プ
ラス一皿﹂を今日
から始めてみては
いかがでしょうか︒
﹁食事はおいしく︑
バランスよく﹂が
基本です︒ごはん
や肉︑魚︑そして
野菜など︑様々な
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食品を組み合わせ
て食べることによ

コンビニのプラス1品も
国産原材料で

おすすめ

【作り方】
1 なすはヘタを切って縦半分に切り、切り口を下にして横長に置
き、1cm幅の斜め切りにする。ピーマン、赤ピーマンは縦半分
に切り、へた、種を取って8mm幅の斜め細切りにする。オクラ
は3 〜 4等分の斜め輪切りにする。
2 フライパンに油大さじ2を入れて中火で熱し、なすを入れて全体
を炒め、ふたをして火をやや弱め、途中裏に返しながら3 〜 4分、
なすが柔らかくなるまで蒸し焼きにして取り出す。

撮影◎榎本修

牛切り落とし肉…250g なす…4個 ピーマン…3個
赤ピーマン…2個 オクラ…8個 酒…大さじ2
しょう油…大さじ1.5 砂糖…大さじ1/2 塩…小さじ1/2
こしょう…少々 サラダ油…大さじ3

レシピ

旬 の 野 菜 と 牛 肉 で 元 気 が 出 る一品 で す

料理◎大庭英子

【材料】4人分

牛肉と夏野菜の炒め物

今月の

3 フライパンに残りの油を足して熱し、牛肉を入れてほぐすようにし
て炒め、肉の色が変わったら、ピーマン、赤ピーマン、オクラを
加えて炒め、しんなりしたら、なすを戻し入れて炒め、酒をふり、
しょう油、砂糖、塩、こしょうを加えて炒め合わせ、器に盛る。

ココがポイント！
なすは別に炒めて蒸し焼きにすることで、油を吸い過ぎずに火を
通すことができます。
それぞれの食材の彩り、食感、味わいを生かしながら、全体を
調和させます。
1人分：約295kcal

調理時間：約25分

16

17

育ててみようと思っていたの

庭の片隅を利用してナスを
したいと思います︒

イルして来年︑再来年と活用

今回の菜園﹁ナス﹂はファ

んな夏になりそうだ︒

スで始まりナスで終わる︑そ

たり︑カレーに入れたり︑ナ

りがたく思っています︒これ

驚きです︒教えていただきあ

るのに何も知らなかったとは

でも煮ても美味しく食べてい

リーの花︑きれいですね︒生

がやっとわかりました︒セル

す︒毎月店頭に並ぶのを楽し

のポイントも本当に役立ちま

し︑自分で野菜を育てるとき

欲や大変さもよくわかります

産地の方の育てることへの意

しいです︒野菜やくだものの

ら︑もっとみんなに知ってほ

ナスの作り方を
ファイル

で︑５月号でナス作りのイロ

福島県・早田良子さん

︵兵庫県・中村三千代さん︶

ださいね︒

により添った冊子であってく

す︒これからも私たち消費者

アンテナを張り巡らせていま

くなってしまうので︑いつも

みにしていますが︑すぐにな

からも楽しみにしています︒

年位前︒小さいけど内容

のいっぱい詰まった冊子だか

は

私がエプロンと出会ったの

消費者により添った
冊子で

︵千葉県・石井伸子さん︶

︵群馬県・ Ｔ ・ Ｋさん︶

セロリと
セルリー

ハを紹介していただき︑大変
参考になりました︒ナス料理
は種類も多く︑収穫できる時

５月号の表紙の花は何の花

期も長いので︑芽かき︑水や
り︑追肥︑剪定などに気を配

かなと思いながら︑もらって

佐賀県・綿瀬万由美さん
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りながら︑美味しい秋ナスが

ってセロリとセルリーの違い

神奈川県・田辺ミサトさん

収穫できるまでがんばりたい︒ 帰ってきました︒表紙をめく
煮たり︑焼いたり︑漬物にし

長野県・山本典子さん

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

今月はフルーツ王国やまなしか
ら、ぶどうの王様
「種なし巨峰」
（３
〜４房）
を20名様にプレゼントし
ます。上品な香りと甘くジューシ
ーな果肉をお楽しみください。
［今月の表紙］
キャベツの花

［ 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8月24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 ：5月号の「山形ひめセルリー」には2047通の応募があ
り鳥取県の吉田さん他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。

11月号 こんにゃくのおかず
12月号 乾しいたけを使った料理

2020年8月20日
（木）
締切
2020年9月18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。

シャキッとジューシー、
はじける香り
皮ごと食べられる
シャインマスカットが
人気です！

シャインマスカットは平成18年に品種登録され、
全国のぶどう産地で栽培が広がり、ここ数年人気もうなぎのぼりのぶどうです。
果物の女王と呼ばれる「マスカット・オブ・アレキサンドリア」の孫にあたる品種で、
張りのある美しい黄緑色の果皮、大粒で、房が大きく高級感があります。
種なしで皮ごと食べられ、糖度が高く、果汁もたっぷり。
シャキッとした食感とともに、爽やかなマスカット香が口いっぱいに広がります。

ＪＡタウンでは旬のシャインマスカットを産地直送でお届けします！

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
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