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ふるさと探訪

乾しいたけ
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さん

のエッセイ
連載 ﹁食﹂と﹁農﹂

岳 真也

今月のおすすめレシピ

ビーフシチュー

撮影◎磯野博正

︻岩手県花巻市︼
文◎編集部

肉 厚で 濃 厚 な う ま 味

乾 しいた け

乾しいたけのうま味成分であるグアニル酸は︑昆布のグルタミン酸︑

かつお節のイノシン酸とともに︑三大うま味成分として日本料理に欠かせません︒
山から切り出した原木がもつ生命力と︑

水︑温度や湿度︑日射量などの自然の力で育つきのこのうま味と香り︑

食感を余すことなく楽しめるのが﹁原木乾しいたけ﹂です︒

が大変で︑最近は ㎝ くらいのほ
約１年を経て菌が全体に回り︑
﹁用

だ木を使っています﹂と︑生産者

﹁ほだ木﹂といいます︒そこから

東日本大震災から生産を再出発したＪＡいわて花巻を訪ねました︒

明治時代から全国屈指のしいたけ産地として知られる岩手県︒

ハウスから露地へ
バトンタッチ

の小原和也さん︒

け栽培に使われる原

盛んに行われてきました︒しいた

治時代から原木しいたけの栽培が

します︒太いほだ木からは肉厚の

３年目以降は森の中のほだ場に移

木はハウスの中に並べて管理し︑

﹁うちでは１年目と２年目のほだ

けが生えるのを待ちます︒

りしてきのこの芽づくりをすると︑

ーズンです︒夏場に散水をたっぷ

﹁原木しいたけは春と秋が収穫シ

す︒

をして新しいほだ木作りを行いま

毎年３０００〜５０００本に植菌

場２へクタールで約３万本を管理︒

現在︑ハウス５棟と露地のほだ

役ほだ木﹂となります︒これをハ

木を山から切りだし

しいたけができるので︑以前は直

ウスや山林に組んで並べ︑しいた

て乾かし︑一定の長

径 〜 ㎝ くらいあるほだ木を使

山から下ろしたり上げたりの運搬

いましたが︑１本 ㎏ もあるので

場はハウス内温度をマイナス５℃

翌春の発生量が多くなります︒冬

さに切りそろえます︒

森林資源が豊富な岩手県では明
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宮城県

それにドリルで穴を
あけてしいたけ菌を

30
植えつけたものを

03

60
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岩手県
秋田県

「震災から再出発し
て半分以上復活でき
ました」と、生産者
の小原和也さん

青森県

花巻市

上／丸みを帯びて重量感があ
り、傘全体にきれいに亀裂が入
ったものが上質
下／軸が太く、内側のヒダも白
くてきれい

太い原木から肉厚で身
のしまったしいたけを丁
寧に収穫します

以上 ℃以下に管理してゆっくり

こうしん
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は 年前にお兄さんから受け継い

を作っていて︑乾しいたけの栽培

小原さんはもともと米やりんご

抜群の歯ごたえと風味

間乾燥させて仕上げます︒

月で︑順次︑乾燥機に入れて 時

がかかります︒収穫のピークは５

落として日射量を調整するなど手

境の影響が大きく︑森の木の枝を

露地のほだ場では︑より自然環

て大きく左右されます︒

具合で︑その年の気象条件によっ

菇﹂と﹁香信﹂の違いは傘の開き

こ

うです︒乾しいたけの種類の﹁冬

どん

開いて黒くなってしまう﹂のだそ

がってくるとあっという間に傘が

理想です︒でも︑温度や湿度が上

は白くてきれいに亀裂が入るのが

て肉厚になります︒しいたけの傘

じっくり生長させることで大きく
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ハウスの中で温 度 管 理 を
してじっくり育てます

● JAいわて花巻

いこともあり震災で栽培をやめて

かった︒この辺りでは高齢者が多

けにショックが大きく本当に悔し

いいものがとれる自信があっただ

廃棄処分することになりました︒

で６万本近くあったほだ木を全量

いがついたときに︑東日本大震災

を受賞して︑さあこれからだと勢

農乾椎茸品評会で農林水産大臣賞

﹁継いでから３年目と４年目に全

だそうです︒

営農指導係の石川 南さん︒

Ｊ Ａいわて花巻石鳥谷支店営農課

味しさを実感してください﹂と︑

豊富なので︑ぜひ︑一度使って美

タミンＤや食物繊維などの栄養も

ある歯応えと風味が抜群です︒ビ

けは︑肉厚で身がしまり︑弾力の

うま味が凝縮されている乾しいた

﹁木の栄養をたっぷり吸い込み︑

す︒

のレベルアップにも貢献していま

副部会長を務めるなど︑管内全体

より自ら切り出したほだ木ではな

きました﹂と︑小原さん︒震災に

か６割近くまで復活することがで

ーションを広げて楽しみましょう︒

など洋風にも使えるので︑バリエ

る﹁ UMAMI
﹂がたっぷり詰まっ
ています︒和食はもちろん︑ピザ

しいたけと戻し汁には世界が認め

美味しさがギュッと詰まった乾

しまった農家が半分近くいたけれ

く︑全量を購入したときもありま

ど︑うちは震災前と比べてなんと

したが︑モチベーションを高める
ため品評会に出品を続け︑昨年は
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林野庁長官賞を受賞するなど高い

︵※ 〜 頁でしいたけの栽培法や乾
しいたけの栄養︑戻し方などを説明
していますのでご覧ください︶
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技術力には定評があります︒現在︑
Ｊ Ａいわて花巻の菌茸生産部会の

14

日射量が管理された
森の中のほだ場

「肉厚で歯応えの良い岩手の
乾しいたけをどうぞ」と、JA
いわて花巻の石川南さん

【乾しいたけ】生産概要
生産者：約60名
原木伏せこみ：約4.3ヘクタール
出荷量：約3.6トン（2019年度実績）

読 者 から の 応 募 料 理

乾しいたけを使ったレシピ

1人分：約160kcal

調理時間：約40分（しいたけの戻し時間含まず）

ガレットとトッピング、ダブルの味わい

乾しいたけの和 風ガレット
東京都・土田仁子さん

【材料】4人分
乾しいたけ…8枚 じゃがいも…2個 ピーナッツ
（粗みじん切り）…大さじ2
しらす干し…20g 薄力粉…大さじ2 粉チーズ…大さじ1
塩…小さじ1/2 サラダ油…適量 小ねぎ（小口切り）…適量
1 乾しいたけを戻して（※）水気を絞り、軸を切り、薄切りにする。
2 じゃがいもは皮をむいてせん切りにしてボウルに入れ、しいたけの1/2量、薄力粉、粉チーズ、
塩を加えて混ぜる。
3 フライパンに油大さじ2を熱して2を入れ、直径20cm程に広げて表面を平らにし、ふたをして
中火で2分、弱火で3分程焼き、裏に返して同様に焼き、器に取り出す。
4 3のフライパンに油大さじ1/3を入れ、残りのしいたけ、しらす干し、ピーナッツ1/2量を入れて
焼き色がつくまで炒め、3の上にのせ、残りのピーナッツとねぎを散らす。
※乾しいたけの戻し方／乾しいたけは軽く水で洗い、ジッパー付きの保存袋に入れて浸るくら
いの冷水を注ぎ、口を閉じて冷蔵庫で一晩かけてゆっくり戻す。
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中からうま味があふれます

乾しいたけの
含め煮の天ぷら
京都府・玉木美穂さん

1
2

3
4
5

【材料】4人分
乾しいたけ…12枚 ししとう…8本
戻し汁…1.5カップ みりん…大さじ2
乾しいたけを戻して（※）水気を軽く絞り、軸を切る。 砂糖…小さじ1 しょう油…大さじ3
鍋にしいたけ、戻し汁を加えて煮立ってきたら、み
天ぷら粉(市販)…適量 水…適量
りん、砂糖、しょう油を加え、再び煮立ってきたら、
揚げ油…適量
ふたをして弱火で15分程、汁気がほぼなくなるま
で煮含め、そのまま冷ます。
ボウルに天ぷら粉、水を入れて混ぜ、衣を作る。
揚げ油を170℃程に熱して、しいたけに衣をつけて
入れて、途中裏に返しながら、2分程揚げる。
ししとうは包丁の先で縦に1本切り込みを入れ、4の
1人分：約165kcal
油に入れてさっと揚げる。
調理時間：約40分
(しいたけの戻し時間含まず)
※好みで大根おろし、天つゆを添える（分量外）。

具だくさんで大 満 足の一 品

カツとじ丼
鹿児島県・福迫あゆみさん

1 乾しいたけを戻して（※）水気を絞り、軸を切り、薄
切りにする。たまねぎは縦半分に切り、縦６〜７mm
幅に切る。にんじんは皮をむいて３〜４cm長さに切
り、1cm幅の短冊切りにする。小松菜は３〜４cm長
さに切る。
2 フライパンに油を熱し、1を入れて炒め、戻し汁、
だし汁を加えて煮立ってきたら、みりん、塩で調味
して混ぜ、ふたをして弱火で５〜６分煮る。
3 とんかつは食べやすく切って2に並べ、煮立ってき
たら、溶き卵を全体に流し入れて半熟状に煮る。
4 器にご飯を盛り、3をのせ、ねぎを散らす。
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【材料】4人分
乾しいたけ…6〜8枚 とんかつ…4枚
たまねぎ…小1個 にんじん…1/2本
小松菜…150〜200g 卵…6個
しいたけの戻し汁…1.5カップ
だし汁…1カップ みりん…大さじ2
塩…小さじ1と1/3 サラダ油…大さじ1
温かいご飯…丼4杯分
小ねぎ(小口切り)…適量

1人分：約985kcal
調理時間：約30分
(しいたけの戻し時間含まず)

Decem b er

タネがもつエネルギーと
１週間程で簡単に収穫が楽しめ︑

水だけで育つスプラウトは
生でそのまま
手軽に食べられて人気です︒
冬はキッチンで美味しい

スプラウト︵Sprout︶は植

ダ イ ズ や ア ル フ ァ ル フ ァ︑セ サ ミ︑

ができますが︑雑菌が繁殖しやすい

ピーナッツなど根を張らなくても育

梅雨〜夏は避けた方が良いでしょう︒

物の芽や新芽のことで︑新芽野菜と

染みですが︑ブロッコリースプラウ

冬場は発芽や生長に少し時間はかか

めです︒スプラウトのタネは必ず薬

トなどが注目され︑今ではたくさん

剤消毒がされていないスプラウト専

の種類があり︑いろいろな品種を楽

大きく分けると︑カイワレダイコ

用を使いましょう︒

りますが︑栽培しやすいのでおすす

ンやブロッコリー︑マスタード︑ガ

育 つ﹁カ イ ワ レ 系 ス プ ラ ウ ト﹂と︑

ーデンクレス︑ソバなど根を張って

しむことができます︒

基本的にどの時期でも育てること

たねまき

つ﹁モヤシ系スプラウト﹂があります︒

●スプラウトの栽培スケジュール
か発芽野菜と呼ばれます︒モヤシや

（ベランダでも畑でも栽培できます）

カイワレダイコンなどは昔からお馴

新芽野菜を育ててみませんか？

穫

収

スプラウト
イラスト◎かとうともこ 監修◎山崎弘一郎
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暗い場所（布や紙をかぶせるな
どでもOK）に置き、朝晩2回タ
ネがしっとり濡れるくらいまで霧
吹きなどで水をかけましょう。
３〜５日くらいで芽が出て根が張
ってきたら、直接容器に水を注
ぎ毎日取り替えます。

容器の底にキッチンペーパーやス
ポンジなどを敷き、しっかり濡れ
るまで水を入れ、たね同士が重な
らないようにスプーンなどを使っ
て底全体にまきます。

たねまき

発芽
収穫

７〜１０日できれいな
緑色になったら、使
う分だけハサミで切
り取って収穫します。

茎が５〜６㎝に伸びたら（収穫の
１〜２日前）日当たりのよい場所
に移動させて緑化させます。

日光に当てる
暗所に置く

段ボールや紙袋などを利用し
て暗所をつくって保管します。
温度はなるべく一定に保ち、
密閉しないように注意しましょ
う。瓶を横にして栽培すると
失敗が少ないです。

収穫

3日くらいで発芽し、７〜１０日で
収穫です。
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次回は畝立てです

たねまき

ガラス瓶などにタネと
水を入れて一晩つけて
おきます。ひと混ぜし
て浮いたタネをスプー
ンで取り除きます。

水切り

水洗い

１日３〜５回、瓶に
水を入れて優しく
振り洗 い をして、
水を切ります。

瓶の口にガーゼや
ネットなどをかぶ
せ、輪ゴムやヒモ
で留めて水を切り
ます。

3．
合わせる

卵液を万能こし器などでこし
てから、泡が立たないように
器に流し入れる。

溶いた卵に冷ましただし汁を
少しずつ加えて混ぜ合わせる。
卵とだし汁の割合は１（50ｇ）
：
３（約150㎖）が目安。

撮影◎榎本修

4．
こす

料理◎大庭英子

鍋にだし汁を煮立てしょう油、
塩で調味してよく溶かし、冷
ます。

卵 液の作り方

1．
だし汁を冷ます

卵とだしの優しい味わいと絶妙な食感が楽しめる人気の茶碗蒸し︒
滑らかで舌触りがよく失敗しない卵液の作り方を紹介します︒

2．
卵を溶きほぐす

ボウルに卵を割り入れ、泡だ
てないように菜箸をボウルの
底にあてて溶きほぐす。

●卵を泡だてずに卵白のコ
シがなくなるまで溶いて、
さらにこすことで滑らかな
口当たりに仕上がります。
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茶碗蒸し
【材料】4〜5人分
卵…3個

だし汁…2と1/4カップ

卵液
薄口しょう油…小さじ1/2

塩…小さじ1/2

むきえび(小)…80g だし汁…1カップ 酒…大さじ1 塩…小さじ1/5
片栗粉…大さじ2/3 水…大さじ1 貝割れ大根…少々 おろしわさび…少々

右頁を参考に卵液を作る。
器に卵液を注ぎ、表面に泡があれば、取る。
沸騰した蒸し器に２を間隔をあけて並べ、蒸し器とふたの間に菜箸などを置いて少しあけ、
中火で3分、弱火で15分程蒸し、中心に竹串を刺して透き通った汁が出れば蒸し上がり。
4 えびは背ワタのあるものは取り、水で洗って１〜２cm幅に切る。
5 小鍋にだし汁を煮立て、４を入れ、色が変わったら火を弱めてアクを取り、
酒、塩で調味して２〜３分煮て、水溶き片栗粉でとろみをつける。
6 ３に５をかけて、貝割れ大根、わさびを添える。
1
2
3

◎1人分：約75kcal
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調理時間：約30分

思い出の匠流クッキング

﹁食﹂と 第 回
岳 真也 さん
﹁農﹂の
エッセイ

しゅん

たくみ

癖であった︒３年前︑齢 で原因不明

よわい

それがヒッサツ料理人・匠くんの口

ダメなんだよ﹂

﹁旬のもの︑それも国産品でなけりゃ

24

心を病んで高校を辞め︑家に引きこも

の名で人気を博していたが︑折りしも

学の学園祭でも﹁ガクちゃんカレー﹂

露したことにある︒当時勤めていた大

浪中に習得した本格インドカレーを披

ビ番組﹃男の料理﹄に出演︑インド放

もとはといえば︑私がＮＨＫのテレ

の調理台に向かっていた︒

料理が好きで︑暇さえあれば︑我が家

の心肺停止に陥り︑急逝した次男だが︑

30

連載

イラスト：今井夏子

12

つは妻も同じなのだが︑肉でも野菜で

変哲もないけれど︑これが美味い︒じ

ンジンなどを入れて︑ルーで煮込む︒

ニクと玉葱︑肉を炒め︑じゃが芋︑ニ

いわゆる﹁お母さんカレー﹂で︑ニン

作る﹂と言いだした︒

タイプとはちがう︑純和風のカレーを

っていた匠くんが︑
﹁おれはおやじの

山市で唯一のボクシングジムがあって︑

キュウリにアサリと具沢山︒近所に狭

ヒジキ煮など︑
大豆にニンジン︑
油揚げ︑

何しろ素材が良いうえに︑たとえば

のを拵えて︑酒好きの私に試食させる︒

だの︑切り干し大根だの︑ヒジキ煮だ

つまみ﹂作りに凝りだして︑きんぴら

茄子︑天津丼に唐揚げ ……
と︑何でも
国産で作ってしまう︒しまいには﹁お

ャーハン︑パエリア︑麻婆豆腐︑麻婆

暇は一杯ある︒カレーから始まってチ

ッキング﹂のお店でも出しているかも

頃は天国で︑国産品？専門の﹁匠流ク

その機会はついえたが︑あるいは今

ったようだ︒

てはいた︒が︑匠くん︑満更でもなか

う﹂と言って︑誘ってまでくれた︒
﹁と

出すから︑
﹁その店を匠くんに任せよ

うま

しれない︒

ても料理のプロにはなれない﹂と笑っ

も外国から輸入したものは︑一切使わ

その会長が﹁多寿満﹂なる老舗のうど

最初は妻から教わっていたようだが︑

ない︑純国産で︑無農薬に限るのだ︒

ん店も経営している︒そこへ︑この煮

まず

ぐ だくさん

調味料も一緒︒少々高くはつくが︑そ

た じ ま

れで不味かろうはずがない︒
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物を持っていったら︑会長兼店主が絶

牧野出版

（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。

「翔wing spread」

賛︒まもなく駅前に﹁立ち飲み屋﹂を

1947年東京生まれ。慶應
義塾大学経済学部卒、同大
学 院 社 会 学 研 究 科 修 了。
2012年、第1回歴史時代作
家クラブ賞実績功労賞を受
賞。著書約160冊。代表作
に『水の旅立ち』
（文藝春秋）
『福沢諭吉』
（作品社）等があ
る。1998 年 刊 の『吉 良 の
言い分 真説元禄忠臣蔵』
（KSS出版、小学館文庫）は
ベストセラーとなった。近
著に『行基 菩薩とよばれ
た僧』（角川 書店）、
『織田
有楽斎 利休を超える戦国
の茶人』（大法輪閣）
。最新
刊の『翔wing spread』
（牧
野出版）は若くして逝った
愛息を描く。

さきに﹁暇さえあれば﹂と書いたが︑

岳 真也

とにかく引きこもっているのだから︑

（がく しんや）

日本の伝統食材︻乾しいたけ︼

うま味︑
香り︑
栄養価が凝縮された
﹁乾しいたけ﹂
の美味しさを再発見！

乾しいたけや昆布︑かつお節などだしのうま味は︑
塩味︑甘味︑酸味︑苦味とともに五つの味覚の一つであり︑
﹂として知られています︒
海外でも﹁ UMAMI
乾しいたけ特有のうま味成分は﹁グアニル酸﹂︑そして香りの成分は﹁レンチオニン﹂です︒
近年︑海外でも注目されている日本の伝統食材﹁乾しいたけ﹂について探ってみました︒

の胞子が自然に着床するのを根気よく

どの原木にナタで傷をつけ︑しいたけ

ったのは江戸時代で︑当時はクヌギな

す︒栽培が本格的に行われるようにな

ンを含む枯れ木に発生しま

クヌギ︑シイなどのタンニ

いたけはコナラ︑ミズナラ︑

まいます︒
﹁乾しいたけ﹂には主に原

によって生産量が大きく左右されてし

期間が長いうえ︑気温や降雨など天候

採取できるまで約２年かかるなど栽培

りした歯応えが楽しめます︒しかし︑

いたけ﹂は︑味や香りが豊かでしっか

の力を活かしじっくり育てる﹁原木し

が開発されました︒ほだ木により自然

培です︒

生しいたけの生産量の約９割が菌床栽

多く柔らかく滑らかな食感が特長で︑

月の栽培期間で収穫できます︒水分が

ので︑一年中安定生産ができ︑約５ヵ

湿度管理ができる施設で栽培している

培地に種菌を植え付ける方法で︑
温度・

ふすまや米ヌカなどを混ぜた人工的な

し

待つというものでした︒その後︑クヌ

では味も香りも随分違います︒しいた

同じしいたけなのに生と乾したもの

木しいたけが使われています︒
他方の﹁菌床栽培﹂は︑オガくずに

ギやコナラを伐採して︑しいたけの種
菌を植え付けるというほだ木での栽培
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騰直前のお湯に 〜 分浸けるだけで

い人には調理をしたことがない人も多

乾しいたけは戻すのが面倒とか︑若

使えるという便利さで︑今後の普及が

甘みが強くうすめることなくそのまま

戻りすぐに調理できるうえ︑戻し汁は

のがおすすめです︒

いと聞きます︒そこで︑きのこの研究

けは乾燥する際︑熱と酵素の働きで︑

成され特有の風味がうまれます︒また︑

入れて冷凍します。戻し汁は製氷皿に入れて冷凍し

﹁レンチオニン﹂という香り成分が生

うま味の元である﹁グアニル酸﹂は乾

参考資料：

望まれています︒

日本産・原木乾しいたけをすすめる会
https://j-shiitake.com/

開発や普及に取り組む日本きのこセン
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燥する段階で細胞が壊れ︑酵素と結合

い場合は、使いやすい形に切り分けてから保存袋に

和食ブームとともに︑高栄養でヘル

約５時間が目安）
。夜、寝る前に冷蔵庫に入れておけ

シーな食材として海外でも注目の乾し

ば、朝には美味しいだし汁の完成です。使いきれな

ターグループは︑短時間で戻せ︑乾し

りも飛ばさずに戻せます
（冬菇で約10時間、香信で

いたけ独特の臭いが少なく︑まろやか

袋に乾しいたけと浸るくらいの冷水を入れ、口をし

することで生成されます︒グアニル酸

っかり閉じて冷蔵庫に入れておくと、場所をとらず香

のうま味は︑低温の水で戻して加熱調

いの冷水でゆっくり戻すこと。ジッパー付きの保存

いたけ︒滋味あふれる日本の伝統食材

乾しいたけのうま味を上手に引き出すには、
５℃くら

の美味しい使い方をマスターして︑大

や鍋物など形や歯応えを楽しむ料理に、香信はちら

なだしがとれる
﹁低温乾燥法﹂
を開発し︑

し寿司や炒め物などの料理に向いています。

全国の産地で推進しています︒この特

こう しん

理すると美味しさが増すことがわかっ

肉の薄い
「香信」
に大きく分けられます。冬菇は煮物

ています︒

どん こ

切な食文化を伝えていきたいものです︒

乾しいたけは傘が七分開きにならないうちに採取し

しいたけに含まれるエリゴステロー

乾しいたけの戻し方
と保存方法

ルは紫外線を浴びると
た肉厚の
「冬菇」
と、七分開きになってから採取した

許製法による﹁低温乾燥椎茸﹂は︑沸

10

た後、密閉容器などに移して冷凍庫で保存しましょ

う。

ビタミンＤに変化して
大幅に増加する特性が
あります︒ビタミンＤ
はカルシウムやリンの
吸収を促進し︑丈夫で
健康な骨作りに役立ち

香信
冬菇

ます︒生も乾しいたけ
も傘の内側のヒダの部
分を上にして 分〜１
時間程度を目安に日光
に当ててから使用する
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https://www.kinokonet.com/kinoko/

きのこ百科

30

おすすめ
今月の

レシピ

市 販 の デ ミ グ ラ ス ソ ース を 使 わ ず に 作 り ま す

1 牛肉は室温に戻し、4cm四方に切り、塩小さじ1/2、こしょう少々
をまぶして手で揉み込み、30分程置く。
2 たまねぎ、にんにくはみじん切り、トマトはへたを取り、横半分に
切って種を取り、粗みじん切りにする。
3 鍋にバター大さじ2を溶かしてたまねぎ、にんにくを入れて中火で
10分程しんなりするまで炒め、弱火にして濃い茶色になるまで
よく炒める。
4 フライパンに油を熱して１の牛肉に小麦粉をまぶして入れ、中火
で全体に焼き目をつけて赤ワインをふり、３の鍋に移し入れる。
5 4の鍋に水を注ぎ、煮立ってきたら、トマト、ローリエ、塩小さじ
1/2、こしょう少々を加えて混ぜ、ふたをして弱火で途中、底か
ら混ぜながら、1時間程牛肉が柔らかくなるまで煮る。
6 ペコロスは熱湯に入れて1分程ゆでてザルにあげて、粗熱が取
れたら、上下を少し切り落として皮をむき、根元の部分には十
文字の切り込みを入れる。じゃがいもは皮をむいて縦横4等分に
切り、皮をむき、面取りして水に10分程さらし、水気をふく。に
んじんは皮をむいて1cm厚さの輪切りにして星の型で抜き、鍋
に入れてひたひたの水を加えて、ふたをして中火にかけ、煮立
ってきたら、5分程煮てザルにあげる。ブロッコリーは小房に切り、
大きなものはさらに縦２〜４等分に切り、塩少々を入れた熱湯で
1分程ゆでてザルにあげる。
7 フライパンに残りのバターを溶かしてペコロス、じゃがいも、マッ
シュルームを入れて中火で2分程炒め、５の牛肉に加えて混ぜ、
ふたをしてさらに20分程煮てウスターソース、塩小さじ1/2、こ
しょう少々、にんじんを加えて５〜６分煮て最後にブロッコリーを
加えてひと煮する。

撮影◎榎本修

【作り方】

料理◎大庭英子

国産牛または和牛すねシチュー用肉…500g たまねぎ…1個
にんにく…1片
トマト…1個 ペコロス…12個
じゃがいも…大3個
にんじん…大1本 ブロッコリー…1/2個
マッシュルーム…100g ローリエ…1枚 小麦粉…大さじ3
赤ワイン…2/3カップ 水…3〜4カップ バター…大さじ4
サラダ油…大さじ2 ウスターソース…大さじ2 塩、
こしょう…各適量

ビ ー フ シ チュー

【材料】4人分

ココがポイント！
たまねぎが色濃くなるまで焦がさずにじっくり炒めます。
加えて、肉に小麦粉をつけて焼き目がつくまで焼くことで美味しく色づきます。
1人分：約580kcal

調理時間：約120分
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がまだすばい！

早く元気な熊本に戻れるよう

でぬか床をコネコネする毎日

だく日を楽しみに︑日替わり

漬けてみんなで美味しくいた

思って楽しみが止まりません︒ 菜園で採れた野菜をぬか床に

にはピッタリ︒わが家の家庭

納豆には酢の私ですが︑すだ

らは感謝して使います︒先日︑

ゲも大変そうですね︒これか

あたられるのですね︒鋭いト

葉と厳しい暑さの中で作業に

う︒すだちの収穫は摘果︑摘

白い花から香りが漂ってきそ

いと大地を私も耕そう︑そう

︵兵庫県・小原弘敏さん︶

です︒おかげで女同士の結束

ちでワンランクアップしまし

ふ と 故 郷 の 熊 本 を 思 い 出 し︑
り方が掲載されており︑娘と

物で腸活！﹂で︑ぬか床の作

９月号のなるほど全農﹁漬

女三代のチャレンジ

も深まり︑漬物の味も深いも

た︒秋は美味しいものがいっ

胸が熱くなりました︒周りは

孫と私の女三代でぬか漬け作

佐賀県・増田典夫さん

富山県・寺崎美代子さん

９月号の表紙の花﹁すだち﹂︒ ︵埼玉県・牧野真美さん︶

たいと思います︒

活かして料理にたっぷり使い

ぱいなので︑すだちの香りを

のとなりそうです︒

畑や田んぼの田舎で︑若い頃

りをスタート︒材料も作り方

すだちで
ワンランクアップ

︵愛媛県・夢源有希さん︶

は田舎の暮らしが嫌で恥ずか

も丁寧でわかりやすく初心者
愛媛県・織田好江さん

しくて︑早く都会に出たかっ

愛知県・丹羽二三子さん

てみたい︑そして地域のみら

田舎に帰り︑いつか農業をし

れました︒あんなに嫌だった

田舎の豊かな贅沢に気づかさ

たのですが︑いざ出てみると

みらい︒﹂という言葉を見て︑

いる﹁耕そう︑大地と地域の

ます︒左ページの下に入って

いつも楽しみに読んでおり

田舎に帰り︑
いつか農業を

読 者 の ひ ろ ば
P L A Z A

18

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
岩手県の
「原木乾しいたけ」
（140
ｇ箱）
を20名様にプレゼントしま
す。肉厚で濃厚なうま味、戻し汁
も余すことなくご利用ください。
［今月の表紙］
ダイコンの花

［ 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12月22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 ：9月号の「すだち」には2565通の応募があり鹿児島県
の竹内さん他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。

3月号 アイデア餃子
4月号 春のごちそうサラダメニュー

2020年12月18日
（金）
締切
2021年 １月20日
（水）
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。

冬はやっぱりお鍋！
野 菜 をたっぷり 入れて︑
ほっこりと 楽 しみましょう！

寒い夜は鍋で温まりたいですね。寄せ鍋、ちゃんこ鍋、
しゃぶしゃぶ、もつ鍋などの定番から、
最近はキムチ、塩麹、カレーやトマトなど味のバリエーションも豊富になりました。
そして、日本各地には地域色豊かな食材や名産品を使った「ご当地鍋」があります。
ＪＡタウンでは、比内地鶏を使った「秋田きりたんぽ鍋」や「博多水炊き」をはじめ、
ご当地鍋セットや地域の食材、調味料なども取り揃えています。
この冬は地域色豊かな鍋をＪＡタウンで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

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

509 2020.12

●JR広島駅
（11:00〜15:00）
：2020年12月4日
（金）
・18日
（金）
「みのりみのるマルシェat広島駅」
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12月号
（No.509）
2020年12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
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