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すだち
さん

のエッセイ
連載 ﹁食﹂と﹁農﹂

江上 剛
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今月のおすすめレシピ

すだち酢の混ぜ寿司

撮影◎磯野博正

︻徳島県名西郡神山町︼
文◎編集部

香 り 高い 緑 色 の 果 実

すだち

徳島県民にこよなく愛されているすだちは︑
ユズやカボスと同じ香酸柑橘です︒

爽やかな酸味とすがすがしい香りは︑食卓に欠かせない名脇役として︑
あらゆる料理を美味しく引き立ててくれます︒

自家用に植えていたすだちは県を代表する特産品となり︑
国内はもちろん海外へ輸出されるまでに成長しました︒

に強いすだち栽培に切り替えたこ

すだちの商業栽培の発祥地であり︑県内一の生産量を誇るＪＡ名西郡を訪ねました︒
すだちで稼ぎ農村を活性化させよ

とで県内全体に広がったといわれ
芸同志会を結成した１９５７年︒

ター指導販売課の後藤正平課長︒

れたＪ Ａ名西郡経済部 神山セン

ています﹂と︑歴史を説明してく

お ろ の

うと鬼籠野村の若者 人が果樹園

その後︑１９６２年には県の〝す

８〜９月が
露地物最盛期

だち特産育成地域〟に選ばれ︑生

う酸味や香りが脚光

徳島県の中央部に位置する神山

を浴び需要が伸びた

町は︑険しい山と谷が迫った山間

っていません︒文献に

の が １９ ７ ０ 年 頃︒

神山センターのある鬼籠野地区は

すだちが登場するのは

そして︑１９８１年

すだち栽培発祥の地として︑記念

江戸時代後期のこと︒

の大寒波で︑徳島県

産は順調に増えましたが︑売れな

﹁神山では昔からどこ

東部のみかん産地が

い時期もありました︒ユズとは違

の家にもすだちの木が

大打撃を受け︑寒さ

の地︒すだちはユズの近縁種とみ
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られていますが︑その起源はわか

ありました︒本格的な
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生産が始まったのは︑

樹齢約200年のすだちの古木

香川県

神山町
すだち農家３代目
の佐々木宗徳さん

高知県

徳島県

年生の若い樹になります︒ 〜

すだちは摘果︑摘葉︑収穫と一

担い手育成や
ＥＵ輸出にも挑戦

る例も多いといいます︒

けることでうまく生産が回ってい

を︑こうして別の生産者が引き受

くなり面積を減らしている人の畑

者が高齢化し︑すだち栽培が難し

を借りています﹂とのこと︒生産

すめるために︑現在はこちらの畑

らないので︑うちの畑の改植をす

年経った老木は改植しなければな
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味も香りも優れ︑品質がよいとさ

小さな果実を一粒ずつハサ
ミで収穫。1人1日にコンテ
ナ（20㎏）5杯が限度だと
か。鋭いトゲがあるので厳
しい暑さの中でも長袖、手
袋は必須です

れますが︑そうした果実は 〜
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碑が建てられています︒
﹁県下では︑８月から９月が露地
物の収穫最盛期です︒ 月から翌

﹁緑色が濃く︑皮が厚い果実ほど

ます︒

ち栽培創始メンバーの一人といい

木宗徳さん︒３代目で祖父はすだ

り受けて生産をしているのが佐々

ど︑歴史を感じます︒この畑を借

２００年のすだちの古木があるな

ねてみました︒畑の一角に樹齢約

早速︑近くにあるすだち園を訪

もらえます﹂と︑後藤課長︒

れるので︑一年を通じて楽しんで

から７月までハウスものが出荷さ

年３月までは冷蔵貯蔵もの︑３月

10

04

選果場に運ばれた
すだちは、機械で
ス ピ ー デ ィに 選
別・箱詰め、出荷
されます

なる実ができません︒暑さが厳し

ないと陰ができ︑ムラなく緑色に

に実がつき︑摘果して葉も落とさ

﹁すだちはブドウのように房なり

作業が続きます︒

つけないようにハサミを使った手

本︑一枝︑一粒ずつ︑他の実を傷

と︑佐々木さん︒

ーション向上につながりました﹂

接感想を聞けたのは生産のモチベ

なすだちに興味をもってくれ︑直

行って︑独特の香りをもつ爽やか

なく中身が勝負︒昨年フランスに

ものがあります︒でも︑外観では

基本で︑病害虫のハードルは高い

ので︑収穫作業員として援農事業

は人手がいくらあっても足りない

もおススメ︒料理に果汁の酸味を

に使います︒わさびと合わせるの

はもちろん︑皮は擦って風味づけ

つ割りにして果汁を搾って使うの

直径 ㎝ ほどの小粒な果実︒二

くなる７ 月から３ヵ月が勝負で

による若者３名を住み込みで自宅

加えることで︑塩分を控えること

す﹂と︑佐々木さん︒すだち栽培

に受入れ︒さらに︑理事を務める

もできます︒保存する場合はポリ

袋に入れて空気を抜いて冷蔵庫へ︒

では︑２名の就農研修生を担い手

クエン酸やビタミンＣが豊富で夏

﹁ＮＰＯ法人里山みらい﹂の事業

として育成するなど︑将来を見据

バテ気味の身体とお肌の回復に効

果的です︒ぜひ︑毎日の食卓にす

ま た︑県 が 支 援 す るＥＵ
︵欧 州

だちパワーをとり入れましょう！

えた産地の活性化にも積極的です︒

連合︶向けのすだち輸出に昨年か

︵取材 ２０１９年９月上旬︶

ら取組んでいます︒
﹁ＥＵ向けのものは摘果︑摘葉は
せず︑なるべく自然にというのが
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「規格外のすだちは果汁とし
て出荷。ポン酢などに加工
されています」と、
ＪＡ名西
郡の後藤正平課長
【すだち】生産概要
生産者：550名
栽培面積：約90ヘクタール
出荷量：約500トン
主な出荷先：関西、東京、名古屋など

● JA名西郡

読 者 から の 応 募 料 理

豚肉スタミナメニュー

1人分：約300kcal

調理時間：約20分

そうめんに合わせてもぴったりです

ネバネバ豚しゃぶサラダ
千葉県・大島みつえさん

【材料】4人分
豚肉(しゃぶしゃぶ用)…400g 長いも…200g モロヘイヤ…1束
オクラ…10個 みょうが…3個 大葉…10枚 練りごま…大さじ2
麺つゆ（市販・つけつゆの濃さに調整）…1カップ
1 鍋に沸騰させない温度に湯を沸かし、豚肉を広げて色が変わる程度にくぐらせてザルにとり、
水気を切る。
2 練りごま、麺つゆを合わせてよく混ぜ合わせる。
3 長いもは皮をむき、粗みじんに切る。モロヘイヤ、オクラは、それぞれゆでて粗みじん切りにする。
みょうが、大葉はせん切りにする。
4 具材を器に盛り、２を回しかける。
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甘酸っぱいたれで
ごはんがすすみます

カリカリ豚の
ねぎだれがけ
兵庫県・堀ノ内千恵子さん

【材料】4人分
豚バラ薄切り肉…300g
グリーンアスパラガス…4〜5本
パプリカ(黄)…1個
1 アスパラガスは根元の皮をむき、5cm長さの斜め
切りにする。パプリカはへたと種を除き、縦8等分
に切ってから、大きめのざく切りにする。
2 豚肉は5cm長さに切る。
3 フライパンに油を1cm深さ程度に入れて170度に
熱し、１をさっと素揚げにし、油を切る。２の豚肉に
小麦粉を軽く表面にはたき、同じ油でカリカリにな
るまで揚げて、油を切る。
4 ３を器に盛り、Aを混ぜ合わせ、上からかける。

A

長ねぎ(みじん切り)…1/2本分
しょうが(みじん切り)…2片分
しょう油…大さじ3 酢…大さじ2
砂糖…大さじ1 ごま油…大さじ1
鶏がらスープの素(顆粒)…小さじ1/2

小麦粉…適量

揚げ油…適量

1人分：約280kcal

調理時間：約30分

お弁当のおかずにもどうぞ

豚肉の天ぷら
岩手県・岩泉桃子さん

1 長いもは１cm角5cm長さの拍子木切りにする。
2 豚肉を広げ、大葉を1枚乗せて梅味噌をぬり、長い
もをのせて巻く。同様に12個作る。
3 天ぷら粉と水を合わせて溶き、２をからめる。
4 揚げ油を中温に熱し、３を入れ、豚肉に火が通るま
で揚げる。
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【材料】4人分
豚肉(しゃぶしゃぶ用)…12枚
長いも…100g 大葉…12枚
梅味噌（梅肉と味噌を合わせたもの）
…大さじ2
天ぷら粉、水…各適量
揚げ油…適量

1人分：約165kcal

調理時間：約30分

植えつけ

Sep tem b er

料理に欠かせない香味野菜の
ニンニクは︑スタミナ源として
よく知られています︒国産は貴重
なので︑家庭菜園でたくさん作って

たね球をばらしたりん片は皮をつけたままでもむいて
もOKです（むくと発芽が早くなります）。
深さ５〜６㎝の植え穴を作り、とがった方（芽）を上
にして立てるように植えつけ、たっぷりと水やりします。
畑を黒マルチ（穴あき）で覆うと地温が高まり、冬
場の乾燥を防いで根の生長がよくなります。

●ニンニクの栽培スケジュール

植えつけ

ましょう︒ 月上旬頃までに本葉４

や病変のあるものは除いて植えつけ

（ベランダでも畑でも栽培できます）

耐 寒 性 は そ れ ほ ど 強 く あ り ま せ ん︒

がはじまるので冬越しをさせますが︑

温にさらされることでりん片の分化

さめて生長が再開されるので必ず追

ます︒暖かくなってくると休眠から

〜６枚の大きさに育てて冬越しさせ

茎葉が３分の２程度枯れてきたら

収穫時期です︒採り遅れると傷むの

中から大きくて形のよいものを選び︑

たね球用に市販されているものの

保存します︒

モで束ねて吊るして乾燥させてから

しょう︒風通しのよい軒下などにヒ

で梅雨入り前までには収穫を終えま

球を割って1片ずつにばらし︑カビ

す︒

で︑地域にあった品種選びが大切で

地型と少ない暖地型の品種があるの

肥をしましょう︒

冷涼な気候を好みます︒一定期間低

穫

収

保存しておくのもいいですね︒
肥料を効かせて生長を促しましょう︒

℃で︑

指導：岡本 保（ＪＡ全農 肥料研究室技術主管）

そこで︑低温にあたる時間が多い寒
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ニンニクの生育適温は 〜

ニンニクは根張りが浅く、土の中で溶けにくいリン
酸の吸収力があまり強くありません。また、酸性土
壌を嫌うのでリン酸と石灰（アルカリ分）の補給を
兼ねて、1㎡あたり熔燐（ようりん）100gを植えつ
けの２週間前に施用します。同時に1㎡あたり完熟
堆肥１kg（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。
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●土づくりワンポイントアドバイス

15

ニンニ ク
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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芽かき

2 〜 3週間で芽がでます。

１株から2 本の芽が伸
び出していたら、勢い
の弱い方の芽をかき取
りましょう。

春先に茎葉が再び伸び始める
前に、1㎡あたりNK化成50g
程度を施用します。追肥が遅
れると茎葉が軟弱になり、病
気が発生しやすくなります。

トウ
（花芽）摘み

４〜５月頃になると中心からト
ウ（花 芽）が 伸びてきます。
そのままにしておくと球が太
らず 株 が 弱ってしまうの で、
柔らかいうちに摘み取ります。
摘み取ったトウ（ニンニクの
芽）は炒め物などにして美味
しく食べられます。

ニンニクは茎葉に蓄えた養分を球に送
りながら枯れていく性質があるので、
十分に枯れるのを待って球が太ってか
ら収穫します。ただ、採り遅れると球
割れが発生するので、1本試し抜きし
てみるのが確実です。

乾燥・保存
収穫したニンニクは
葉と根を適当に切り
落とし、茎を４〜５本
ヒモで束ねて、雨や
直射日光が当たらな
い風通しのよい場所
に吊るして乾燥させ、
保存します。
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次回はグリーンピースです

発芽

追肥

収穫

包丁を栗の形に沿わせながら
動かし、渋皮をむく。底の部
分を薄く切り落としてからむ
いてもよい。

撮影◎黒部徹

3．
渋皮をむく

渋皮をむいたら水に30分以
上つけてアク抜きをする。

料理◎大森いく子

4．
アク抜き

栗の皮のむき方

1．
お湯につける

栗をザルにあげて水気をふき、 お湯を沸かして火を止め、栗
底の部分に包丁の刃をあて、 を入れて１０〜１５分程置く。
鬼皮をはがすようにしてむく。
渋皮煮にする場合は、渋皮に
キズがつかないように気をつ
ける。

秋の味覚﹁栗﹂︒栗ごはんや甘露煮などにして楽しみたいですが︑
硬い鬼皮と渋皮をむくのが大変ですね︒上手に皮をむく方法をマスターしましょう︒

2．
鬼皮をむく

●栗は硬いので、よく切れ
る包丁を使って注意してむ
きましょう。
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栗の甘露煮
【材料】作りやすい量
栗…800g（ 正味450g） くちなしの実…2個
砂糖…400g 塩…少々 水…2カップ

1 右頁を参考にして、栗の皮をむき、アク抜きをする。
2 １を水で洗い、鍋に入れて水(分量外)をかぶるくらいに入れ、
くちなしの実を半分に切ったものをガーゼに包んで（またはお茶パックに入れて）加える。
中火にかけ、沸騰したら弱めの中火で、栗が柔らかくなるまで30分程ゆで、そのまま冷ます。
3 シロップを作る。鍋に砂糖、塩、水を加えて火にかけ、砂糖が溶けたら冷ます。
4 ２を水洗いし、３に入れて弱火で15分程煮たら火を止め、そのまま冷まして一晩おく。

◎全量：約1050kcal
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調理時間：約2時間（冷ます時間は除く）

21

後︑一緒に酒を飲んだ︒座興で玄侑さ

前のことだが︑福聚寺で座禅を組んだ

さんと親しくさせてもらっている︒以

福聚寺の住職で芥川賞作家の玄侑宗久

ふくじゅうじ

滝桜で有名な福島県三春町の臨済宗

てしまった︒桃は固くて美味いのだ︒

いとの私の思い込みは完全に撃破され

だった︒こりこりと固い︒桃は柔らか

いただいた桃を最初に食べた時は衝撃

ぜか福島県人が多い︒彼らから贈って

いのある人︑お世話になった人にもな

福島県とは何かと縁が深い︒付き合

福島愛

﹁食﹂と 第 回
江上 剛 さん
﹁農﹂の
エッセイ

連載

イラスト：今井夏子
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れる︒ところがスーパーではなかなか

ば農産物・加工品などが飛ぶように売

売ルートから外れると︑復元するのは

明け方に飲む﹁天明﹂のとろぉりと体

なかなか困難らしい︒友人を通じて福

に沁み込む味わいは筆舌に尽くしがた

酒が美味いのは︑福島の米︑水︑そ

島米を購入している私は︑美味い福島

んから﹁富士山を荒縄で縛って持って

して空気がいいからだ︒こんなにも美

米が消費者に順調に届かない状況を知

こい﹂という公案を示された︒私は︑

味い酒や米︑その他の農産物を禁輸に

売れない︒風評被害で一旦︑通常の販

言わないように﹂とくぎを刺された︒

している国があることを私は許せない︒

り︑悔しくなった︒

い︒これを至福と言うのだろう︒

私は︑頑なに秘密を守った︒そのうち

原発事故による放射能汚染が原因だが︑

それを解いた︒玄侑さんは本気で驚き︑

にせっかくの解答を忘れてしまったの

全く問題ないとデータを開示しても禁

﹁商売に差し支えるので答えは誰にも

だ︒再度︑同じ公案を示されても正解

風評被害は︑外国の禁輸措置の問題

する自信はない︒

２月の中旬に事故を起こした福島第

産品が風評被害に晒されている現状は︑

た︒それにも関わらず︑いまだに福島

ちの問題だ︒原発事故から９年も経っ

ではなかったのだ︒日本人である私た

一原発の復旧状況を視察した︒案内し

輸措置は︑いまだに解除されない︒

てくれた東京電力復興本社の幹部は

玄侑さんと飲んだ酒があまりに美味

た︒福島は日本有数の酒処だ︒幻と言

くて以来︑福島の酒の大ファンになっ

われる﹁飛露喜﹂は滅多に飲めないが︑
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日本人として恥ずかしいのではないだ

（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。

ろうか︒

朝日文庫

らせた︒都内で福島フェアを開催すれ

「トロイの木馬」

﹁風評被害が一番悩ましい﹂と顔を曇

兵庫県出身。77 年早稲田
大学政治経済学部政治学科
卒業後、旧第一勧業銀行（現
みずほ銀行）入行。97年「第
一勧銀総会屋事件」に遭遇
し、広報部次長として混乱
収拾に尽力。その後のコン
プライアンス体制に大きな
役割を果たす。2003年3月
に退行。銀行員としての傍
ら、02年「非情銀行」で小
説家デビュー。サラリーマ
ンの悲哀を描いた「失格社
員」や、大倉喜八郎の生涯
を描いた「怪物商人」など
の評伝小説はベストセラー
に。

頻繁に飲む︒深夜にかけて原稿を書き︑

江上 剛

﹁大七︑ロ万︑天明︑会津娘﹂などは

（えがみ ごう）

発酵でうま味と栄養価がアップする︻漬物︼

漬物で腸活！
乳酸菌パワーで免疫力を高めましょう

腸は生活習慣病・がん・免疫力など全身の健康に関わる臓器であることがわかってきました︒
それにともない腸内環境を整える﹁発酵食品﹂への注目度がアップしています︒
日本には納豆︑味噌︑しょう油︑酢︑酒︑みりんなど植物原料を用いた多彩な発酵食品があります︒
野菜を塩漬けにして保存することから始まった﹁漬物﹂ですが︑食物繊維に加えて︑
乳酸発酵したものは乳酸菌もとれるため︑腸内の善玉菌を活性化させる効果が期待されます︒

ています︒代表的な微生物

酵食品には微生物が関与し

って︑元の食材にはなかった味わいや

解されてうま味がでるなど︑発酵によ

す︒同様にタンパク質がアミノ酸に分

の特産野菜を漬けた郷土の味がある伝

食塩とともに漬け込む漬物は︑地域

味しい発酵食品が出来上がるのです︒

野菜でも食べやすくなり︑カサが減る

は︑かび︑酵母︑細菌です︒

発

分︑食物繊維の割合も多くなります︒

統食品です︒食塩の働きで水分が抜け︑

食品は雑菌が付着し繁殖することで

漬物は加熱調理をしないので︑熱に弱

豊かな香りを生み出し︑栄養価も上が

傷みますが︑発酵を担う微生物が優勢

いビタミンＣなどの損失は少なく︑野

味噌︑しょう油︑酒︑みりんは麹かび

になると腐敗菌の繁殖を抑え︑食品の

菜が収穫できない冬の保存食として︑

柔らかくなるため︑生では食べにくい

は乳酸菌が︑酢は酢酸菌︑納豆は納豆

保存性が高まります︒縄張り争いに勝

ります︒

菌の力で発酵します︒

った微生物の性質が現れて︑安全で美

で作られ︑パンやアルコール飲料は酵

酒やみりんは麹菌によってデンプン

母を︑漬物︑チーズ︑ヨーグルトなど

が糖に分解されるため甘みが生まれま
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強い酸を作り出します︒古漬けが酸っ

す︒乳酸菌は発酵の過程で乳酸という

にした野菜を乳酸菌の力で発酵させま

など発酵するタイプの漬物は︑塩漬け

すが︑ぬか漬けやすぐき︑野沢菜漬け

梅干などの発酵しない漬物もありま

ました︒

貴重なビタミン源として重宝されてき

知られています︒

とりわけビタミンＢ群が増えることが

分が漬物に移行し栄養価を高めます︒

ぬか由来の成分や微生物が作り出す成

ています︒ここに野菜を漬け込むと︑

菌や酵母などがひしめきあって存在し

ぬかは︑微生物の宝庫でもあり︑乳酸

ネラル︑ビタミンなど栄養の豊富な米

物のぬか漬けですが︑タンパク質︑ミ

が多いので︑食べ過ぎには十分注意し

かがでしょうか︒ただし︑漬物は塩分

日の食事に漬物を１皿加えてみてはい

境を改善することが期待されます︒毎

物繊維もとれ︑栄養価も高く︑腸内環

てきました︒漬物は乳酸菌と一緒に食

食品をとり入れることで健康を維持し

ず︑日本人は古くからさまざまな発酵

があるように︑和食には漬物が欠かせ

※20〜25℃の場所に置いて管理しましょう。
※ぬか床は毎日かき混ぜて空気を抜くと味が均一
になり、菌のバランスも保てより美味しくなります。
※定期的にぬかと塩を足してぬか床のコンディショ
ンを保ちます。

ぱくなるのは乳酸が増えたから︒そし

作り方

ましょう︒

１．
容器に米ぬかを入れ、水に塩を入れて溶かした塩
水を少しずつ加え、手でぬかを底からかき混ぜ、全
体を塩水とよくなじませ耳たぶくらいの硬さにす
る。
２．
昆布と赤唐辛子を入れて混ぜる。
３．
くず野菜を入れて表面を押しながら平らになら
し、2〜3日漬けて取り出す
（捨て漬け）
。また新たな
くず野菜を漬けてと3〜4回捨て漬けを繰り返して
発酵を促す。
４．
10日程でぬか床がなじんできたら、漬けたい野
菜を本漬けにする。

一汁三菜の献立のなかにも﹁香の物﹂

米ぬか2kg、水2ℓ、塩200g、
昆布（15×10cm）2本、赤唐辛子4〜5本、
くず野菜（キャベツの外葉や大根の皮など）適量

て︑腐敗菌は酸が苦手なので︑保存性

材料

も高まるというこ

乳酸菌はそれ自

となのです︒

体に免疫を高める
力や抗アレルギー
作用があり︑プロ
バイオティクスと
して腸内細菌全体
のバランスを整え
ることがよく知ら

15

れています︒日本
の代表的な発酵漬

ぬか床の作り方

おすすめ
今月の

B

塩…小さじ1

塩…小さじ1/2

みりん…大さじ1 砂糖…小さじ1/2
すだち
（飾り用）
…3個

塩…小さじ1/4

水…適量

【作り方】
1 米は炊く1時間程前に洗い、ざるにあげて水気を切り、30分程
おく。
2 炊飯器に米を入れて水を3合の目盛りまで加え、30分程浸して
から普通に炊く。
3 ボウルにAを入れて混ぜ、合わせ酢を作る。飾り用のすだちは
薄い輪切りにする。
4 別のボウルにBを入れて混ぜ、甘酢を作る。
5 えびは背ワタを取り、水で洗って水気を切り、熱湯に塩、酢各少々
（分量外）
を入れた中でゆで、ザルにあげ、ボウルに入れて４の
甘酢の半量を加えて冷まし、水気を切る。
（分
6 れんこんは皮をむいて薄い半月切りにし、熱湯に塩、酢各少々
量外）
を入れた中で透き通るまでゆで、ボウルに取り出し、残り
の甘酢の半量をふって冷まし、飾り用を残して食べやすく切る。
7 みょうがは縦半分に切り、横６mmに切り、熱湯に入れて10秒程
ゆでてザルにあげ、ボウルに入れて残りの甘酢を混ぜて冷ます。
8 小鍋に卵を割り入れてほぐし、みりん、砂糖、塩を入れて混ぜ、
弱火にかけて菜箸3 〜 4本で絶えずかき混ぜ、いり卵を作る。
9 炊きあがったごはんは水で濡らした飯台に取り出し、３の合わせ
酢を全体にふり、切るようにして混ぜて粗熱を取り、５、６
（飾り
用は残す）
、７、８を混ぜる。
10 器に盛り、すだちの輪切り、えび、れんこんを飾る。

撮影◎榎本修

酢…1/2カップ 砂糖…大さじ3
水…1/2カップ

レシピ

フ レッシュな す だ ち が 爽 や か に 香 り ま す

A すだちの搾り汁…1/2カップ 砂糖…大さじ2

料理◎大庭英子

米…3合 むきえび
（小）
…150g れんこん…100g
みょうが…4個 卵…2個

すだち酢の混ぜ寿 司

【材料】５〜６人分

ココがポイント！
寿し飯の合わせ酢を旬のすだちの果汁で作りました。
酸味がまろやかなので、具材は優しい味わいのものを使います。
1人分：約410kcal

調理時間：約60分（米をおく時間を除く）
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紙のモロヘイヤを最近︑家庭

いただきました︒６月号の表

で手に取り︑楽しく読ませて

はじめてエプロンを直売所

しみにしております︒

れからもたくさんの情報を楽

漢字を最初に覚えました︒こ

の八百屋さんで﹁葱﹂という

大好きです︒昔︑アルバイト

と気が済まないたちでネギが

人事ではありませんでした︒

ものです︒数年前の大雨は他

備中高梁城と共に忘れがたい

かはし﹂と地名も難しいので︑

の 自 然 豊 か な 所 で し た︒﹁た

たことがありました︒山と川

かなり前ですが高梁市を訪れ

介されていた岡山県高梁市で

６月号のふるさと探訪で紹

もらっています︒工夫してい

いる食材で︑黄色から元気を

味しいです︒日々助けられて

価が高く︑何にでも合い︑美

たまごは大好物です︒栄養

︵福島県・白坂美代子さん︶

だったので︑わくわく菜園づ
くりのページは参考になりま
した︒イラストもわかりやす
く︑収穫の様子がよくわかり
ました︒

徹底して取り組んでいる姿勢

を読んで︑品質・安全管理に

︵茨城県・今井愛子さん︶

たいと思います︒

生産されている﹁しんたまご﹂ ろいろな料理にチャレンジし

ギの思い出﹂も読みごたえが

に︑ただただ頭が下がります︒
大阪府・橋本佳子さん

ありました︒私も毎朝必ず納

富山県・林春代さん

豆にはネギを混ぜて食さない

また︑里中満智子さんの﹁ネ

黄色い元気印
﹁たまご﹂

菜園で２株植えつけたばかり

ネギが大好きです

読 者 の ひ ろ ば
P L A Z A

群馬県・木ノ内光枝さん

群馬県・井野由美子さん
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I N F O R M A T I O N

写真はイメージです

今月はふるさと探訪で紹介した
「すだち」
（ 1㎏箱）
を20名様にプ
レゼントします。香り高いすだち
を使っていつもの料理をより美
味しく楽しみましょう。

［今月の表紙］
すだちの花

［ 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9月25日（金）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 ：6月号の A「焼き菓子詰め合わせギフト」には2887通の
応募があり秋田県の菊地さん他19名が、B「はじめよう乳和食」の
本は342通の応募があり岐阜県の佐野さん他9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。

12月号 乾しいたけを使った料理
1月号 極旨！はくさい料理

2020年 9月18日
（金）
締切
2020年10月20日
（火）
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

19

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。

サンマやマツタケに欠かせない
徳島県の味と香り
搾って、擦って、料理をグレードアップ！

「徳島はなぁ、なーんでも、すだちじゃ」といわれるほど、
刺身や焼き魚はもちろんのこと、麺類、冷や奴、

天ぷら、漬物、みそ汁など、なんにでもすだちを使います。
高級エッセンスといわれる果汁は、電子レンジで加熱すると搾りやすくなります。
たっぷり搾ったすだち果汁は希釈して爽やかなソフトドリンクとしてどうぞ。
太陽をたっぷり浴び、香りも風味も強い露地物のすだちをＪＡタウンでご堪能ください！
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

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
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●銀座三越9Ｆ
（10：00〜18：00）
：2020年9月26日
（土）
「東北６県大収穫祭」
●JR広島駅
（11:00〜18:00）
：2020年9月4日
（金）
・18日
（金）
「広島の実り」
新型コロナウイルス感染拡大の情勢等により、マルシェの開催を中止する場合がございます。

エプロン9月号
（No.506）
2020年9月1日発行 発行人＝新妻成一
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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