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ベイクド柿

種 な しで 甘 く 濃 厚 な 味 わい

おけ さ 柿

撮影◎磯野博正

︻新潟県佐渡市︼

文◎編集部

山形県

新潟県

福島県

﹁柿本来の味がすると人
気です﹂と︑農事組合法
人羽茂果実協会の渡辺茂
幸会長

新潟の秋を代表する果物といえば﹁おけさ柿﹂が有名です︒

佐渡島の民謡﹁佐渡おけさ﹂から名付けられた種なしの渋柿で︑
渋抜きをしてから出荷されます︒

毎年売り切れ必至の人気の秘密は︑種がないのでそのまま食べやすいこと︑

は もち

そして︑柔らかくとろけるような食感︑甘く濃厚な味わいにあります︒
90

羽茂営農課の渡辺昌彦課長︒

特に 年近い歴史ある﹁おけさ

﹁種がないことから︑当初は越後

地となりました︒

的な栽培が始まり︑県内最大の産

称で市場などでも一目置かれてい

は
ブランドの中でも○
︵まるは︶
の愛

柿﹂の最大産地であるＪ Ａ羽茂は︑

けさ柿﹄のブランド名に統一して

６６年に新潟県産柿すべてを﹃お

佐渡以外にも産地が広がり︑１９

するようになりました︒その後︑

茂産は﹃おけさ柿﹄の名前で出荷

ていましたが︑１９５１年から羽

ます︒

１本丹精こめて育てて収穫を迎え

引く摘果などを行い︑柿の木１本

にかけて蕾を間引く摘蕾︑実を間

を行い︑冬は枝の剪定︑春から夏

る間もなく︑来年に向けた土作り

続きます︒秋の収穫後はホッとす

柿の栽培は一年を通して作業が

ます︒

います﹂と説明してくれた︑Ｊ Ａ

ものとして︑
﹃八珍柿﹄と呼ばれ

はっちん

の七不思議に次ぐ八番目に珍しい

には１９３２年に導入されて本格

をつけているといいます︒佐渡島

栽培をはじめてもうすぐ 周年を迎える県内一の産地︑ＪＡ羽茂を訪ねました︒

と

90

八珍柿から
は ブランドへ
○
おけさ柿は新潟県産の種なし柿
ひらたねなし

のブランド名で︑
かき

主力の﹁平核無
せ

柿﹂
と早生の
﹁刀
ね わ

根 早 生﹂
の ２品
種 が あ り ま す︒
平核無柿は３０
０年ほど前に新
潟市で誕生した
といわれ︑原木
が現存し今も実
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佐渡市

﹁刀根早生が９月末から 月末頃
10 10

から 月中旬頃までの出荷となり

茂幸会長︒毎年︑研修や勉強会な

農事組合法人羽茂果実協会の渡辺

ので︑収穫に専念できますよ﹂と︑

果場まで個人で運ばなくてもいい

が集荷に回ってきてくれます︒選

と︑Ｊ Ａの共同選果場のトラック

詰めて畑の近くの柿集積所に運ぶ

チェックして選別し︑コンテナに

で収穫して︑形・大きさ︑品質を

ます︒ひとつひとつ丁寧にハサミ
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まで︑メインの平核無が 月中旬

柿の畑は南向きの斜面にあり、収穫は重労働です

どを定期的に開催して︑お

互いの栽培技術や知識を高

め合い︑徹底した品質管理

を行うといいます︒

﹁果実は成熟してきている

のに︑温暖化の影響で温度

が下がらず外皮が色づかな

いなど︑毎年いろんな変化

があるので同じことをやっ

た柿は︑まずアルコールと炭酸ガ

Ｊ Ａ羽茂の共同選果場に運ばれ

渋抜きをしてから
選別︑出荷

ランドを支えています︒

はブ
いという生産者の熱い思いが○

は絶対の自信をもってお届けした

キャッチフレーズのもと︑品質に

〝味よし︑色よし︑品質よし〟の

渡辺会長︒

に対応する必要があります﹂と︑

ていては追い付かない︒臨機応変

畑の近くにある柿集積所に朝
7時までに運んでおくと、共
同選果場の車が集荷します
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共同選果場内の脱渋施設で30〜40 時間かけて渋
抜きします

一玉ずつ、人の目と機械で厳しくチェックして選別、箱詰め

は
【○おけさ柿】生産概要
生産者：約300名
栽培面積：約200ヘクタール
生産量：約4000トン（2019年実績）
主な出荷先：新潟県内、北海道、東京など

● JA羽茂

スによる渋抜きが行われます︒そ

いるのです︒

年心待ちにしている人がたくさん

季節限定の果実だからこそ︑毎

よ﹂と︑Ｊ Ａ羽茂の渡辺課長︒

キズの有無や大きさ︑重さなど厳

の後︑一玉ずつ︑人の目と機械で

しい検査をして規格選別をし︑箱

﹁キズのあるものなど〝ハネ柿〟

濃厚な甘さ︑豊富な果汁が楽しめ

くなると︑とろけるような果肉と

さが魅力︒少し日を置いて柔らか

購入後すぐは︑程よい食感と甘

︵規格外︶は︑干し柿などに加工

ます︒熟しすぎたら冷凍してシャ

詰め︑出荷されます︒

月まで出荷してほしいという声

して余すことなく利用しています︒

ーベットにしてどうぞ︒ビタミン

Ｃやポリフェノールがたっぷり含

ひょう あられ

もたくさんありますが︑ 月上旬
頃に雹や霰の被害があるので︑残

れからの季節にぜひ食べたいです

まれているので︑風邪予防などこ

は のマークが入った出荷箱で出荷
○

念ながら時期的に無理なんです

︵取材 ２０１９年 月下旬︶

ね︒どうぞお見逃しなく︒
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「アルコールと炭酸ガスによる
脱渋方法は特許をもっていま
す」と、JA羽茂の渡辺昌彦課長

読 者 から の 応 募 料 理

新米を美味しく食べる丼

1人分：約530kcal

調理時間：約15分

わさびは好みでとろろに混ぜてどうぞ

わさびとろろの明 太 子 丼
岐阜県・長岡真奈美さん

【材料】4人分
長いも…400g 辛子明太子…150g たくあん…120g
卵黄…4個 白だし…大さじ3 温かいご飯…丼4杯分
刻みのり、おろしわさび…各適量

1
2
3
4

辛子明太子は薄皮に切り込みを入れて中身を取り出す。
たくあんはみじん切りにする。
長いもは皮をむいてボウルにおろし入れ、１、２、白だしを加えて混ぜる。
器に温かいご飯を盛り、３をかけ、のりを散らして、卵黄を1個ずつ落とし入れ、わさびを添える。
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それぞれの旨みが
合わさって、味わいたっぷり

牛肉とトマトの
オイスターソース丼
岐阜県・後藤佳代さん

1 牛肉は3cm幅に切る。しょうがはせん切り、エリン
ギは長さを半分に切って縦半分に切り、縦8mm幅
に切る。トマトは縦8等分のくし形に切る。
2 フライパンに油を熱して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、しょうが、エリン
ギの順に加えてさらによく炒め、しんなりしたら、
酒をふり、オイスターソース、しょう油を加えて炒
め合わせ、最後にトマトを加えてさっと炒める。
3 器にご飯を盛って2をかけ、温泉卵をのせ、こしょう
をふり、バジルを散らす。

【材料】4人分
牛薄切り肉…250g エリンギ…2本
トマト…2個 しょうが…1片
温泉卵…4個 酒…大さじ2
オイスターソース…大さじ4
しょう油…小さじ2 サラダ油…大さじ2
温かいご飯…丼4杯分
粗びき黒こしょう…少々
バジルの葉…適宜

1人分：約660kcal

調理時間：約30分

ピーマンの食 感を生かします

豆腐の
カレーそぼろ丼
兵庫県・児島紀久子さん

1 豆腐は水きりする。たまねぎはみじん切り、えのき
たけは1cm長さに切る。ピーマンは粗みじん切りに
する。
2 フライパンに油を熱し、たまねぎを入れて中火でし
んなりするまで炒め、ひき肉を加えてほぐすように
して炒め、肉の色が変わったら、えのきたけ、豆腐
をくずしながら入れてそぼろ状になるまで炒める。
3 2にカレー粉を加えて炒め、Aを加えてからめるよう
に炒め、ピーマンを加えて軽く炒める。
4 器にご飯を盛り、3をかける。
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【材料】4人分
木綿豆腐…200g 牛ひき肉…100g
たまねぎ…1/2個 えのきたけ…100g
ピーマン…1個 カレー粉…大さじ2
A ウスターソース…大さじ1.5
しょう油…小さじ1
トマトケチャップ…大さじ1
サラダ油…大さじ2
温かいご飯…丼4杯分

1人分：約535kcal

調理時間：約30分

たねまき

ビンの底などを利用して
深さ２〜３㎝の窪みをつ
け、
１ヵ所３〜４粒の点まき。
土をかぶせて表面を手の
ひらで軽く押して土とた
ねを密着させ、たっぷり
と水やりしましょう。

グ リ ーン ピ ー ス

イラスト◎かとうともこ 監修◎山崎弘一郎

Octo b er

ふっくらとした莢からこぼれる

緑色のつややかな粒の実エンドウ︒

暑さに弱く︑冷涼な気候を好むので

秋にたねまきして越冬させ︑

せましょう︒敷き藁や寒冷紗のトン

初夏に収穫します︒採れたての

ネルなどで防寒対策をし︑春になり

を選びましょう︒生育適温は 〜

ンドウ﹂
︑そして丸々と太った実を

蔓の伸びが活発になってきたら︑支

15

エンドウの仲間には︑若くて柔ら

食べる﹁グリーンピース﹂があります︒

柱を立てて誘引してやります︒日当

℃で︑幼苗時には寒さに強い性質が

食べる部位によって品種や収穫のタ

たり︑風通し︑水はけをよくし︑立

かい莢を味わう﹁キヌサヤエンドウ﹂
︑

イミングは違いますが︑たねまきや

ち枯れ病やうどんこ病︑アブラムシ

あるので︑草丈 〜 ㎝ で冬越しさ

植えつけなど栽培方法は同じなので

などの病害虫を防ぎましょう︒莢が

莢と実の両方を食べる﹁スナップエ

一緒に作ると︑いろいろなエンドウ

パンパンに膨らんで豆が太ってきた

ら採り頃です︒

を長く楽しむことができます︒

連作にとても弱いので︑マメ科の

野菜を５年以上栽培していない場所
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風味のよさを味わえるのは︑

家庭菜園ならではです︒

たねを鳥に食べられないよ
うに寒冷紗のトンネルをか
けたり、ペットボトルをかぶ
せたりして防ぎましょう。心
配ならポットまきで育苗し
てから植えつけましょう。

●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）

グリーンピースの根は酸素を好むので、通気性の
良いフカフカの土を準備する必要があります。そ
のために、たねまきの２週間以上前に完熟堆肥を１
㎡あたり２kg程度散布します。また、酸性土壌を嫌
うので、苦土石灰を100g程度散布し
（前作で施用
していれば不要）
、
できるだけ深く耕しておきます。
元肥はたねまきの１週間前に、化成肥料（8-8-8）
を１㎡あたり50g散布し、土に混ぜ込みます。マメ
科植物の根には、空気中の窒素を取り込み、それ
を肥料に変えて植物に与えてくれる根粒菌という
細菌が共生しています。土の中の窒素肥料が多す
ぎると、根粒菌の働きが悪くなるので注意してく
ださい。

●グリーンピー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）

10

たねまき

20

収

穫
地域によって多少の違いがあります
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本葉３〜４枚で間引いて１ヵ所
間引き ２本立ちにし、土寄せします。

支柱立て

発芽

６〜１０日で
芽がでます。

防寒対策

強風に備えて仮支柱を立て、株元に枯れ草
や腐葉土、ワラなどをたっぷり敷いて防寒
するか、防虫ネットや寒冷紗など
をトンネルがけしましょう。

追肥
暖かくなって茎葉が伸び、巻
きヒゲが出始めたら、支柱を
立てて蔓を誘引してやります。
２メートル長さの支柱を株わ
きに真っ直ぐ立てて麻ヒモを３
〜５段くらい横に張ったり、合
掌式に支柱を立ててキュウリ
用のネットなどを張ってもい
いです。

冬を越して蕾が出始める頃と、開花後の豆
の肥大が始まる頃に、NK化成（１６-０-１６）
を１㎡あたり各２０g 程度施用してください。

収穫

開花から３０〜４０日で収穫です。実がふっく
らとして、莢の表面にシワが入り始めたら
収穫のサインです。１つ採って莢をあけて、
まるまると太っていたらOK。ハサミを使っ
て収穫しましょう。タイミングを逃すと実が
硬くなってしまうので、採り遅れに要注意。
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次回はローズマリーです

撮影◎榎本修

塩で味を調え、パセリのみじ
ん切り、黒こしょうをふって混
ぜ合わせる。

料理◎大庭英子

4．
仕上げ

1．
具材を切る

にんにくは半割り、きのこは
食べやすい大きさに切る。

アヒージョの作り方

直火用の小鍋やスキレットに
オリーブ油とにんにくを入れ
て弱火にかける。

アヒージョはスペイン語で﹁にんにく風味﹂という意味︒オリーブ油とにんにく︑
赤唐辛子で具材を煮るだけのタパス︵小皿料理︶です︒熱々のうちに召し上がれ！

2．
弱火にかける

3．
煮る

にんにくが色づき香りがたっ
てきたら中火にし、きのこと
唐辛子を入れて、時々返しな
がら煮る。きのこがしんなり
してきたらむきエビを入れる。

●低めの温度でじっくり煮
るのがポイント。冷蔵庫に
ある野菜や魚介で簡単にバ
ル気分が味わえます。
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きのこのアヒージョ
【材料】4人分
マッシュルーム(大)…150g しいたけ(大)…6個 エリンギ…3本 むきエビ…100g
にんにく…4片 赤唐辛子…3〜4本 オリーブ油…2/3〜1カップ
塩…小さじ2/3 黒こしょう…少々 刻みパセリ…適宜

1

マッシュルームは縦半分に切る。しいたけは石づきを取り除き、軸のまま縦4等分に切る。
エリンギは根元を少し切り落として縦2 〜 4等分に切り、長さを半分に切る。
にんにくは薄皮を取り、縦2等分に切る。
2 右頁を参考にして作る。
☆残ったオイルはトーストにつけたり、パスタに使ったり、ごはんにかけてもおいしいです。
☆他の食材でのバリエーションとして、
しらす、アボカド、ブロッコリーの組み合わせもおすすめ。

◎1人分：約395kcal
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調理時間：約15分

心の中でひそかに﹁りんご県﹂と呼び︑

なった︒りんごの栽培をしている県は

けになり︑りんごを追いかけるように

青森の新聞で連載したことがきっか

の旬への意識が乏しくなって久しいよ

と引き換えに︑私たちの中からりんご

と︑驚かせるほど︒だがそんな便利さ

外の人たちを﹁ジャパン・クオリティ﹂

ケットにあるし︑日本の貯蔵技術は海

は︑ききりんごできる品種は限られて

まで出したのだが︑本当は私の実力で

はずで︑
﹃ききりんご紀行﹄という本

もなんとか百種近くのりんごを食べた

よっても少しずつ収穫期がズレる︒私

りんごは品種によっても︑生産地に

りんごは今では一年中スーパーマー

うにも思う︒

22

きっかけを狙っては出かけている︒

あなたは︑
何りんご？

﹁食﹂と 第 回
谷村志穂 さん
﹁農﹂の
エッセイ

連載

イラスト：今井夏子

12

中でも９月初旬︒

貯蔵りんごなのか︒今年のなのか︑去

のは︑わかる︑つもり︒ということは

口にすると︑土や肥料について︑そし

気で言う人がいるけれど︑りんごを窓

少しずつ知る機会を得る︒そして何よ

いる︒

つまりききりんご︑全然できていな

り多種多様なりんごの味わいにも出会

て日本の開国や農業の歴史についても

いじゃないかとなるわけだが︑朝の時

う︒

年のなのかもわからない︒

間にそうして一人であーでもないこー

９月のりんご問題と︑これもひそか

ルの朝食会場で︑きれいに皮をむいた

でもないと実はりんごのことだけを考

に呼んでいるが︑たとえば青森のホテ

りんごが切り分けられているとき︑ま

また帰り道にりんごのことだけ考え

な？

この時期に︑何りんごだったのか

ていた︒

皿がサーブされた︒ハチミツもかかっ

でりんごとフォアグラという素敵な小

この原稿を書いている今日は︑昼食

ずじっとどこかに皮が残っていないか

えている時間が好きだ︒
月からはいよいよ各地で様々な品

と眺め︑お皿に取り︑かじってみて︑
唸ってしまう︒

始まって︑新しい品種に出会うと︑お

あなたは︑何りんごですか？ から

種の収穫が本格的に始まる︒

父さんとお母さんは何りんごですか？

青森だと９月は︑早生種のつがるが

﹁あなたは︑何りんごですか？﹂

考えられるけれど︑ふじの酸味を少し

13

ていた︒

（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。

感じる︒
と言うことは︑早生系のふじ？

1962年札幌市生まれ。
北海道大学農学部にて応用
動物学を専攻する。
『海猫』
（新潮文庫）で第10回島清
恋愛文学賞を受賞。著書に
『黒髪』
（講談社文庫）
『余命』
『尋ね人』
『移植医たち』
（い
ずれも新潮文庫）、最新刊
に『セバット・ソング』
（潮
出版）。10月に『りん語録』
を集英社より刊行予定。

たかがりんごでしょう？ なんて平

潮出版

と問いかけは続く︒

「セバット・ソング」

10

いや︑まだ出回ってはいないと思うけ

谷村志穂

れどな︒恋空などの極早生種ではない

（たにむらしほ）

日本の秋の味覚︻柿︼

古より栄養補給源としても愛されてきた﹁柿﹂︒
渋柿︑
甘柿︑
品種もいろいろ楽しめます

タや種は漢方薬に︑葉は寿

皮を漬物に利用したり︑ヘ

は実を食べるだけでなく︑

柿・熟柿を祭礼時の供え物として使っ

︵９２７年︶には柿が栽培されて︑干し

ています︒平安時代の法典﹁延喜式﹂

して渋を抜いて食べていたと考えられ

生まれたものが始まりで︑渋味がなく

司やお茶に︑柿渋は染料として使われ

そのまま食べられる柿は日本固有種と

ていたことなどが記されています︒甘

みなさんは﹁柿﹂といえば渋柿︑そ

されています︒江戸時代にはたくさん

柿は鎌倉時代に突然変異によって偶然

れとも甘柿︑どちらを思い浮かべます

の品種が生まれ︑現在では１０００種

るなど︑日本人の生活に深く関わって

か？中国から日本に伝来したといわれ
じゅくし

る当初の柿は渋柿で︑干し柿や熟柿に

きました︒

柿

日本の柿の歴史は古く︑縄文や弥生時代の遺跡から柿の種が見つかっています︒
奈良時代には日本各地で栽培されるようになりましたが︑
渋柿だったので熟柿や干し柿にして食べられていました︒
鎌倉時代になると渋柿の突然変異で甘柿が誕生し︑甘柿は日本原産の果物とされています︒
正岡子規の名句﹁柿食へば鐘が鳴るなり法隆寺﹂が詠まれた日であることにちなみ︑
月 日は﹁柿の日﹂に︒改めて︑渋柿と甘柿の違いや特徴︑栄養価などを探ってみました︒
10

26
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と ね わ せ

無の枝変わりの﹁刀根早生﹂が約 ％
でこの２品種で ％を占めます︒ふる

吸収を妨げるといわれています︒昔か

らの言い伝え︑生活の知恵には︑この

渋柿はタンニンが水に溶ける状態のま

かどうかを見分ける印のひとつです︒

含む細胞が黒く固まったもので︑甘柿

るゴマと呼ばれる斑点は︑タンニンを

で渋味を感じなくなります︒甘柿にあ

に溶けない不溶性タンニンに変わるの

は木で熟していく過程でタンニンが水

︵シブオール︶によるものです︒甘柿

イルスなどから体

粘膜を丈夫にしウ

ミ ンＡに 変 化 し︑

働きがあり︑β カロテンは体内でビタ

ンＣは免疫力を高めて風邪を予防する

ンＣとβ カロテンが豊富です︒ビタミ

として知られています︒とくにビタミ

えが残るほど︑柿は栄養価の高い果物

﹁柿は二日酔いの妙薬﹂などの言い伝

﹁柿が赤くなれば︑医者が青くなる﹂

おすすめします︒

比べて好みの品種を見つけてみるのを

まな品種の柿が出回っています︒食べ

食感が特徴です︒秋が深まり︑さまざ

柿は硬め︑平核無はねっとり柔らかな

うに︑富有柿は果肉が柔らかく︑次郎

たねなしは舌で食べる﹂といわれるよ

ように栄養の根拠があったわけですね︒

ま残っているので︑渋みを感じますが︑

を守るのに役立ち

﹁富有はあごで食べ︑次郎は歯で食べ︑

炭酸ガスやアルコールなどを使って渋

さと探訪で紹介した柿はこの２品種を

抜きをすることで甘い柿になります︒

ます︒食物繊維や

﹁おけさ柿﹂として出荷しています︒

皮をむいて干すと渋みも抜け︑糖度も

有効といわれてい

カ リ ウ ム も 多 く︑

ます︒また︑柿に

高血圧の予防にも

農水省の２０１７年特産果樹生産動

増して︑風味のある﹁干し柿﹂に仕上

態調査によると︑甘柿生産量の約 ％

がります︒

って
﹁甘柿﹂
と
﹁渋柿﹂
とに分けられます︒

果樹として栽培される柿は渋みによ

以上あるといわれています︒
27

柿の渋みは果肉に含まれるタンニン

55

は︑アルコールの

含まれるタンニン
ひらたねなし

を占めているのが﹁富有柿﹂です︒一

15

60
方の渋柿は﹁平核無﹂が約 ％︑平核
28

おすすめ

平核無柿
（おけさ柿）
…2個 バター
（有塩）
…小さじ2
グラニュー糖…小さじ2 黒砂糖…小さじ2
しょうが
（薄切り）
…6〜8枚 しょうが汁…小さじ1

レシピ

と ろ り と 焼 いた 柿 も 絶 品 で す

料理◎大森いく子 撮影◎黒部徹

【材料】2個分

ベイ ク ド 柿

今月の

【作り方】
1 柿はヘタを包丁で切り、皮を傷つけないように、果肉に丸く一
周切り込みを入れ、さらに放射線状に数本の切り込みを入れる。
（分量外）
を塗り、グラニュー糖をまぶし
2 皮の外側全体にバター
て耐熱皿またはアルミホイルにのせる。
3 しょうが汁、黒砂糖、バターをのせ、切れ目にしょうがの薄切り
を差し込む。
4 ３を予熱したオーブントースターに入れ、バターが溶けて焼き色が
つくまで10 〜15分程焼く。
※アイスクリームをのせても美味しいです。

ココがポイント！
オーブントースターで手軽に出来ます。
よく熟した柿を使いましょう。
1個分：約185kcal

調理時間：約20分
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菜を口にするとき︑どんな花

うちに野菜の花に目覚め︑野

エプロンの表紙を見ている

一段とオシャレになりました︒ ︵新潟県・山崎朝子さん︶

花をのせて︑いつもの冷奴が

ったです︒刻んだミョウガと

ントが贈られたようで嬉しか

たので︑ミョウガからプレゼ

に花が咲くと思っていなかっ

にしています︒

たっぷりなので︑毎月楽しみ

小さな冊子ながら読みごたえ

︵東京都・安藤紀子さん︶

も楽しみにしています︒

の作り方など保存しています︒ のが醍醐味ですね︒これから

在です︒
﹁そぼろ﹂や﹁甘酒﹂ へ︒こうやって広がっていく

野菜の花に目覚めた

が咲くのか興味を持つように

未読書を購入

︵神奈川県・田代かなさん︶

息子がＪ Ａ直売所で毎月エ

ーパーで手に取る冊子で読め

いました︒いつも買物するス

な作家の唯川恵さんが載って

８月号のエッセイに大好き

ーで見慣れている野菜ですが︑ プロンをもらってきます︒家

る と 思 っ て い な か っ た の で︑

読みごたえたっぷり

なりました︒
数年前に庭の隅に植えたミ
ョウガ︒大切に育てて今年初

庭菜園を楽しんでいるので

驚くと同時にとても嬉しくな

めて収穫できました︒スーパ

がついていました︒こんな風 ﹁わ く わ く 菜 園 づ く り﹂は よ

りました︒紹介されていた本

薄黄色の半透明なきれいな花

い先生です︒切り抜いて活用

は未読だったので早速︑書店

愛知県・広瀬喜和子さん

神奈川県・大道久美子さん

しています︒すぐ使える料理

石川県・森本禎子さん

の基本も目からウロコ的な存

福島県・角田トシ子さん

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

今月はふるさと探訪で紹介した
「おけさ柿」
（ 1箱）
を20名様にプ
レゼントします。種なしで食べや
すく甘くとろけるような食感をお
楽しみください。
［今月の表紙］
カキの花

［ 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10月26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 ：7月号の「短角牛のハンバーグ詰め合わせ」には3630
通の応募があり奈良県の小林さん他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。

1月号 極旨！はくさい料理
2月号 手軽なパクチーレシピ

2020年10月20日
（火）
締切
2020年11月20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。

日本を代表する果物のひとつ「柿」
全国各地から最も美味しい時期に
産地直送でお届けします！
中国原産といわれる柿のほとんどは渋柿で、

渋みのない甘柿は日本固有といわれています。
国内で代表的な甘柿はとろけるようにソフトな果肉が特長の富有柿。
渋柿とされる「平核無」
「刀根早生」などの品種は
脱渋（渋抜き）することで、美味しく食べることができます。
ＪＡタウンでは「太秋」
「西条」
「愛宕」や「干し柿用枝付き柿」まで、
秋の味覚が勢ぞろいしています。この時期を逃さずにどうぞお楽しみください。
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

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

507 2020.10

●JR広島駅
（11:00〜18:00）
：2020年10月2日
（金）
・16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。
www.minoriminoru.jp/

エプロン10月号
（No.507）
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全国農業協同組合連合会
（JA全農）
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☎03-6271-8055
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