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ふるさと探訪

白菜
さん

のエッセイ
連載 ﹁食﹂と﹁農﹂

諸田玲子

今月のおすすめレシピ

鶏団子の塩ちゃんこ鍋

あけましておめでとうございます
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撮影◎磯野博正

︻茨城県結城市︼
文◎来栖彩子

冬の 食 卓 を 支 え る

白菜

茨城県
埼玉県

鍋物に︑漬物に︑冬の食卓に欠かせない﹁白菜﹂
︒

一年を通して出回る定番野菜ですが︑日本での栽培の歴史は意外に浅く︑
明治時代に中国から渡来して栽培が始まりました︒
全国一の生産量を誇る茨城県では︑
関東ローム層の広がる畑作地帯で栽培が盛んです︒

﹁結城紬﹂のふるさと︒そして︑黄

白菜の菜黄味は 月下旬から寒さ

菜が５月まで続きます︒ブランド

県内トップクラスの白菜産地︑ＪＡ北つくばを訪ねました︒

﹁菜黄味︵なおみ︶﹂のブランドで知られる

芯系のブランド白菜﹁菜黄味︵な

白菜はもともと内側の芯が白い

のオリジナルブランドです︒霜が

﹁
﹃菜 黄 味﹄はＪ Ａグ ル ー プ 茨 城

おみ︶
﹂の主産地です︒

﹁この地区は１軒あたりの栽培面

いう指名も多くあるそうです︒

市場からは〝結城の菜黄味を〟と

でより甘さが増す年明けが最盛期︒

ブランド白菜
﹁菜黄味
︵なおみ︶
﹂

ことで﹁白菜﹂と呼ばれていました︒

あたる 月下旬になると黄色味が

黄色い黄芯系が主流となっていま

しさと味の良さから︑内側の葉が

販売課の相澤真之さん︒

つくば西部営農経済センター営農

り出荷が始まります﹂と︑Ｊ Ａ北

増してやわらかく︑甘みが強くな

その畑を引き受けて後継者に繋げ

培をやめてしまう方もいる一方で︑

きい生産者が多いです︒高齢で栽

積が平均５ヘクタールと規模の大

秋冬白菜の収穫は 月から始ま

茨城県北西部に位置する結城市

り３月いっぱいまで︑次いで春白

の高い白菜をお届けするために︑

ている生産者も増えています︒質

す︒

は︑ユネスコの無形文化遺産に登
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結城市

﹁菜黄味は格別ですよ﹂と︑
生 産 者 の 濱 野 公 男 さ ん︑
妻のさと子さん︑息子の
景一さん

今では半分に切ったときの色の美
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千葉県

録されている日本最古の絹織物

03

11

栃木県

収穫するときに削り取らないよう︑

白菜切り専用の包丁を使います﹂

と話すのはＪ Ａ北つくば結城園芸

部会の秋冬白菜部の部長を務める

濱野公男さん︒白菜栽培歴約 年

もろこしを約 ヘクタールの畑で

白菜をメインに春白菜︑夏のとう

のプロフェッショナルです︒秋冬

35

葉の締まり具合などの収穫適期の

家族３人と雇用スタッフ︑外国人

ます︒

種まきから苗を育て︑植えつけ

はフォークリフトでトラックの荷

業が手際よく進んでいきます︒自

場を 往復し︑１日２０００箱を

家用の４トントラックで畑と集荷

﹁株元が大きく膨らんでいるので︑

玉３・５㎏ が主体です︒

からに重量感のある白菜が１玉ず

からＪＡの集荷所へと︑全ての作

台へ︑荷台がいっぱいになると畑

で組み立てられ︑白菜を詰めた箱

では︑出荷用のダンボールが機械

日暮れまで収穫します︒その傍ら

最盛期には霜が溶ける時間から
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てから収穫まで約 日︒越冬する

寒さにあたるほど
甘みが増す

荷しています﹂
︒

詰めなどを︑しっかり統一して出

実習生との総勢 名で栽培してい

30
見極めや︑収穫の仕方︑選別・箱

刃先がカーブしている
専用の白菜切り包丁

晩生のものは 日︒畑では︑見る

60

つ包丁で収穫されていきます︒１

90

出荷します︒
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「今シーズンは天候に恵
まれ、特においしく育っ
ています」と、JA北つ
くば西部営農経済セン
ターの相澤真之さん

月に入ると外葉を白菜の上部

準備にと休む間もなく作業が続き

収穫最盛期と秋冬白菜の植え付け

夏の猛暑のなか︑とうもろこしの

時期にはとうもろこしを準備し︑

菜の植え付け作業︑春白菜の収穫

外葉は枯れていても中の白菜はみ

うにすることで甘みを増します︒

を﹃ショ糖﹄に変えて凍らないよ

白菜は自分に蓄えた﹃でんぷん﹄

寒さよけです︒手間はかかるけど︑

で縛り越冬させます︒
﹁縛るのは

秋冬白菜の収穫と並行して春白

ます︒白菜ととうもろこしは土壌

で︑白菜に触れる作業は全てが手

ると思いきや︑種まきから収穫ま

い﹂という濱野家︒甘みとうま味

噌汁にして食べることが一番多

カリウムも多く含まれます︒
﹁味

酸が豊富で︑水溶性のビタミンや

白菜はうま味成分のグルタミン

ずみずしいままです﹂
︒

作業とのこと︒
﹁植え付けに機械

が溶け出して︑栄養を余すことな

大規模栽培で機械化が進んでい

バランスの相性が良いそうです︒

を使ったこともありましたが︑ど

くいただける味噌汁は理にかなっ

ていますね︒

生や漬物︑炒め物でシャキシャ

キと︑煮込めばとろり︒鍋物はも

ちろんのこと︑和洋中のどの料理

にも馴染みおいしさを発揮する白

菜︒冬のおいしさを丸ごとたっぷ

り召し上がれ︒
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うしてもロスが出てしまう︒手作

● JA北つくば

業が確実なんです﹂と︑濱野さん︒
【白菜】生産概要
生産者：約130名
栽培面積：約350ヘクタール
出荷量：約180万箱（1箱13kg）
主な出荷先：関東

収穫後も生長を続ける白菜︒選ぶときは切り口がみずみずしいものを

収穫したての白菜が速やかに集荷場へ運ばれます

読 者 から の 応 募 料 理

極旨！ 白菜料理

1人分：約290kcal

調理時間：約40分

生のまま巻いて、彩りとシャキシャキ感を残します

白菜の肉巻き照り焼き
兵庫県・堀ノ内千恵子さん

【材料】4本分
白菜…500g 豚ももしゃぶしゃぶ用肉…400g しょうが…1片
しょう油、酒、みりん…各大さじ4 砂糖…大さじ2 片栗粉…適量 サラダ油…小さじ2
1 白菜は葉と芯に切り分け、葉は縦半分に切り、横2cm幅に切る。芯は繊維に沿って縦5cm長さ
1cm幅に切る。しょうがはせん切りにする。
2 ボウルにしょう油、酒、みりん、砂糖を混ぜあわせる。
3 まな板に豚肉1/4量を少し重ねて横に3枚ずつ程、縦長に繋げて並べ(目安、計6枚)、片栗粉を
薄くふる。
4 ３に白菜、しょうが各1/４量を手前に横長にのせて、手前からしっかりときつく巻き、全体に片栗
粉を薄くまぶす。計４本作る。
5 フライパンに油を中火で熱し、４の巻き終わりを下にして並べ、動かさずに3分程焼き、裏返し
て蓋をして、弱火で10分程蒸し焼きにする。
6 ５に２を加え、肉巻き全体にからめながら、2分程煮詰める。
7 肉巻きを取り出して2cm幅の輪切りにして器に盛り、６のフライパンに残ったたれをかける。
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うま味の相 乗 効 果で
味わいたっぷり

ザーサイ入り
白菜のくったり煮
福岡県・浜田妙子さん

1 白菜はざく切りに、ザーサイは薄切りにする。豚肉
は食べやすい大きさに切る。
2 土鍋または深めの鍋に白菜の1/4量を敷き、上に豚
肉、ザーサイ、干しえびを各1/3量散らす。3回程
くり返して重ね、一番上に白菜の葉の部分を乗せる。
3 酒、しょう油を全面に回しかけて蓋をし、中火で30
分程蒸し煮する。

【材料】4人分
白菜…1/2株 豚薄切り肉…300ｇ
ザーサイ…1個 干しえび…30ｇ
酒…3/4カップ しょう油…大さじ3

1人分：約200kcal

調理時間：約40分

クリーミーで
まろやかな一 品

白菜の
和 風カルボナーラ
埼玉県・松岡典子さん

1 白菜は葉と芯に切り分け、葉はざく切り、芯は繊維
に沿って縦5cm長さ、2cm幅に切る。エリンギは
長さを半分に切り、縦に5mm厚さ、1cm幅に切る。
にんにくはみじん切り、ベーコンは細切りにする。
2 ボウルに卵を溶きほぐし、よく混ぜ合わせたAを加
え混ぜる。
3 フライパンにベーコンを入れて中火にかけ、油が出
てきたら、にんにくを加え、ベーコンが色よくカリ
っとしてきたら、エリンギ、白菜を加えて蓋をし、２
〜３分蒸し煮する。
4 ３に２を加え、全体を混ぜながら、卵に火が通ってと
ろりとなったら火を止め、卵が固まり過ぎないうち
に器に盛る。
5 オリーブ油を回しかけ、パセリとこしょうをふる。
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【材料】4人分
白菜…300g ベーコン…80g
エリンギ…2本 卵…2個
にんにく…1片
A 豆乳(無調整)…1/2カップ
味噌…小さじ1
麺つゆ(市販・3倍濃縮)…小さじ1
粉チーズ…10g
オリーブ油…適量
粗びき黒こしょう…少々 パセリ…適宜

1人分：約190kcal

調理時間：約20分

平畝

Ja nua r y
うね

畝 立て
畑に野菜のタネをまいたり︑
苗を植えつけるためのベッドの
役割をするのが﹁畝﹂です︒
畝を作ることを﹁畝立て﹂といい︑
畑での野菜作りの基本作業です︒

高畝

メジャー

紐

レーキ

割り箸や
支柱

ので︑野菜作りの基本となる作業の

るなどメリットがたくさんあります︒

栽培したい野菜を畝ごとに決められ

と通路の区別ができ作業がしやすい︑

たせた畝を作ることによって︑根が

平らな場所より一定の高さと幅を持

を考え︑必要に応じて畝の幅や高さ

や︑作る野菜の種類︑栽培時期など

要なわけではありません︒畑の環境

野菜が根を張る﹁作土層﹂を深くす

性 を 減 ら す こ と が で き ま す︒ま た︑ などを決めて作りましょう︒

水につかって根腐れしてしまう危険

菜 は 水 は け の よ い 土 壌 を 好 む の で︑ もちろん︑すべての畑で畝立てが必

ひとつです︒畝を作る一番の理由は

畝を立てると︑野菜を育てる場所

す野菜なども栽培できます︒

ることができるので︑根を長く伸ば

クワ
﹁水 は け を よ く す る こ と﹂で す︒野

います︒これが﹁畝﹂と呼ばれるも

が盛られた場所で野菜が育てられて

少し広い畑では︑ちょっと高く土

目的や立て方などを紹介します︒

地面より２０〜３０cm高く盛り上げたもの。
トマト、ニンジン、サツマイモ、葉菜類など耐湿性
の弱い野菜向き

イラスト◎かとうともこ 監修◎山崎弘一郎

本来は畝を立てない状態のことですが、 高さ１０〜
１５cmの畝をいう場合が多いです。
ナス、エダマメ、キュウリ、トウモロコシなど耐湿性
の強い野菜向き
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平地の場合はどの畝にもまんべんなく日が当
「東西畝」で
たる「南北畝」が基本ですが、
もOK。東西畝の場合、南側の畝に背の高い
野菜を植えると、北側の畝が陰になってしまう
ので、野菜選びに気をつけましょう。

畝の高さを決めて、紐に沿っ
て外側をクワで掘って内側に
土を入れます。片側を掘り終
えたら反対側も同じように掘
って内側に土を入れます。

畝幅は育てる野菜や作る量によって変わります。だいた
い1つの株に対して６０〜７０cmで、2列で育てる場合は最
低でも120cmが必要です。畝幅７０〜８０cm、高さ１０〜
１５cm、畝間（畝と畝の間）３０〜４０cmが一般的で、多
くの野菜を育てることができます。

畝立ての前にクワやスコップで土を耕し、
雑草や石などの余計なものは手で取り除
いておくと作業がしやすいです。
畝の幅をメジャーなどで測り、畝
を作る場所の四方に支柱や割り箸
を立てて、周囲に紐を張ります。

畝の表面に凹凸がないか確
認して、周囲の紐をはずし
て完成です。

09

次回はジャガイモです

土が目標の高さに盛り上がった
ら、レーキを使って土の塊を砕き、
表面を平らにならします。

3．
砂糖を加える

片栗粉を茶こしに入れてバッ
トにふり、出来た求肥を流す。
表面にも片栗粉をふって平ら
にのばし、粗熱をとる。

砂糖の1/3量を加えてさらに
練る。砂糖が溶けて白玉がま
とまらなくなるが、よく練り混
ぜるとまたひと塊になる。残
りも同様に分けて加え、生地
が手につかなくなれば練り上
がり。

撮影◎黒部徹

4．
バットにとる

料理◎大森いく子

ボウルに白玉粉を入れ、分量
の水を少しずつ加えてダマが
無くなるように泡だて器など
でかき混ぜてから、最後は溶
きのばすようにする。

求 肥の作り方

1．
混ぜる

鍋を中火にかけ、木べらでよ
く混ぜながら火を通す。まと
まってきたら火を弱め、半透
明で十分弾力が出て餅のよう
にのびる状態になるまでよく
練る。

冷めても硬くならずもちもちとした食感が楽しめる求肥は︑半透明で伸びがよく︑大福やうぐいす餅︑
練り切りなど和菓子に使われます︒白玉粉を使い鍋で練る﹁鍋練り﹂の方法を紹介します︒

2．
火にかけて練る

●砂糖は一度に加え
ると生地が硬くなる
ので何回かに分けて
加えますが、必ずも
との硬さになるまで
練ってから次の砂糖
を入れましょう。
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フルーツ大福
【材料】6個分
白玉粉…50g

求肥用
上白糖…100g 水…1/2カップと大さじ1

好みの果物（イチゴ、キウイフルーツ、金柑など）…適量
白あん、こしあん（市販）…（合わせて）180g 片栗粉…適量

1 右頁を参考に求肥を作り、粗熱を十分に取る。
2 ラップに好みのあん30gを広げ、果物(大きさによって切る)を包む。6個作る。
3 １の求肥を6等分に切り、手のひらに広げて２をのせて全体を包んで端を閉じる。
4 閉じ目を下にして器に盛る。

◎1個分：約155kcal
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調理時間：約40分（粗熱を取る時間を除く）

25

たとか︒瓜は瓜でも︑公家や幕府への

日本へ入ってキウリがキュウリになっ

と呼ばれるようになり︑奈良時代頃の

れていた︒南北朝時代になると﹁黄瓜﹂

したため﹁胡︵えびす︶の瓜﹂と呼ば

時代にシルクロードを経て中国へ伝播

キュウリはインドが原産地で︑前漢

った︒

知るまでは︑どこが良いかわからなか

なってぬか漬けやもろきゅうの美味を

ないか︒││ キュウリである︒大人に

まあ︑９割以上が水分となればしかた

印象に残らない︒つまり存在感がない︒

しょっちゅう顔を合わせているのに

キュウリ考

﹁食﹂と 第 回
諸田玲子 さん
﹁農﹂の
エッセイ

連載

イラスト：今井夏子
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見下され︑黄門様︵徳川光圀︶にも﹁食

こちらは大正時代まで﹁下品の瓜﹂と

献上用に珍重された大和瓜とちがって︑

円で一本 円くらい︒丸ごと齧ったと

瓶に入れて売られていた胡瓜だ︒日本

ケッシュの市場で味わった︑冷たい水

野菜より魚や肉を好む年齢を過ぎて︑

リだろうが瓜だろうが︒

ってくれた﹁竜ぎり﹂だ︒キュウリに

がある︒正確な名は不明だが︑母が作

じられてきたキュウリに感激したこと

大人になって ……
と書いたけれど︑
私はそれ以前に一度︑この不当に軽ん

しい︒

べるべからず﹂とそっぽを向かれたら

子者もいた︒影が薄くているやらいな

笑わせるためだけに全精力を注ぐお調

とはりきるオジサンもいたし︑周囲を

ていた︒仕事はしないのに宴会になる

たのか︑会社には雑多な人間があふれ

Ｌとして過ごした︒当時は余裕があっ

私はバブル期をまだ作家ではなくＯ

た︒

きの︑あの瑞々しさといったらなかっ

くても︑野菜たちはみな愛おしい︒

介もお調子者も︑存在感があってもな

ごろの味噌汁が毎日欠かせない︒お節

今や私のメインディッシュは野菜であ

蛇腹のような切れ目を入れて︑唐辛子

いやら︑幽霊社員と呼ばれる人も︒盛

る︒手作りの︵ありあわせの野菜をミ

や黒酢やごま油など中華風のたれで漬

大に悪口を言い合いながら︑だれもが

文藝春秋

「しのぶ恋

浮世七景」

（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。

キサーにかけた︶ジュースと根菜ごろ

け込む︒大人気で︑家族からリピート

相手の存在を認め合っていた︒キュウ
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静岡生まれ。1996年『眩惑』
で デ ビ ュ ー。2003 年『其
の一日』で吉川英治文学新
人賞、07年『奸婦にあらず』
で新田次郎文学賞、18 年
『今ひとたびの、和泉式部』
で親鸞賞を受賞。『女だて
ら』『ち よ ぼ』な ど 歴 史・
時代小説多数。

感激といえばもう一度︒後年︑マラ

諸田玲子

をせがまれ︑母は溜飲を下げていた︒

（もろたれいこ）

農への理解が深まる︻家庭菜園︼

人と自然の距離が近づく
家庭菜園が教えてくれる農のあるくらし

https://myfarm.co.jp/

（にしつじかずま）

学客員教授就任。

株式会社マイファーム

増えたのは家の中でのインドアファー

りました︒まず緊急事態宣言中に一番

西辻 コロナ禍において３つの波があ

ださい︒

ましたが︑最近のトレンドを教えてく

最後の波がテレワークとワーケーショ

スケアという観点が考えられました︒

ジャーとコロナ禍で健康を考えたヘル

農園でした︒ここでは３密を避けたレ

から一気に伸びたのが貸し農園・体験

緊急事態宣言が解除されたタイミング

要が高まり︑ワーケーションが進みま

ルテン︵滞在型農園︶や農家民泊の需

一貫して言えることは︑野菜の栽培

ムです︒水耕栽培キットやベランダ菜

賞。2018年東京農業大

した︒

西辻一真

コロナ禍による自粛生活やテレワークの拡大などを契機に今︑自給
自足や自然とのふれあいで癒しを求めるため農に親しむ人が増えて
います︒
体験農園︑農業学校の運営︑農産物の生産や流通販売など︑さまざ
まな形で農ある暮らしの実現をサポートしている株式会社マイファ
ームの西辻一真代表取締役社長に︑コロナ禍における家庭菜園ブー
ムについてお話をうかがいました︒

とづくり大賞」優秀賞受

2016年総務省「ふるさ

ンです︒弊社の農園でもパソコンを打

通販ではその種などが多く売れました︒

林水産省政策審議委員、

代表取締役。2010年農

っている人がいましたし︑クラインガ

家庭菜園に取り組む人が多くなり

会社マイファーム創業者、

京都大学農学部卒。株式

園の需要が大きく伸び︑ホームセンタ

プロフィール

ーの園芸コーナーでの購入が増えて︑

│

1982 年 福 井 県 生 ま れ。
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（株）マイファームの
体験農園

瞬間で終わる

ですからその
をしてみるという入り方をすると︑そ

こで同じ釜の飯を食べ︑一緒に農作業

社会になるのではないかと思います︒

ライしてもらえると自ずともっとよい

事や家族とのバランスをとることにト

の波が重なっ

り︑この３つ

いうことであ

奇しくもコロナ禍により︑多くの人々

まり﹁自産自消ができる社会﹂です︒

自分で作ったものを自分で食べる︑つ

西辻 創業期から目指している社会が︑

への期待感はいかがでしょうか︒

まざまなサポートを実践していきます︒

との関係者人口が増えるよう全農もさ

が分かりました︒農業や農山漁村地域

と農のあるくらしは親和性が高いこと

今後の﹁自産自消﹂の輪の広がり

れが行動につながると思います︒

て今日︑家庭

が現代社会の脆弱性を感じることにな

│

ものではなく︑

菜園・都市農

り︑あらためて自然

ずっと続くと

業ブームがや

げていく社会がやっ

自分の健康へとつな

「わが家の菜園」
大募集！

コロナ後の社会経済の変化の方向性

ってきていま

への理解から始まっ

関心が高まっていますが︑家庭菜園は

てきて︑それが自産

て農との接点を持ち︑

す︒

食生活や農のある暮らしを見直すきっ

自消とシンクロする

Apron WEBマガジン

テレワークの導入により地方への

かけとなりますか？

こ と に な り ま し た︒

「わが家の菜園」
応募はこちら

│

西辻 もちろんきっかけとなります︒

のすばらしさに気づ

でも︑実際に行動に移すためにはその

いてもらい︑農のあ

コロナ禍でこの世界

ことが必要条件となります︒テレワー

る暮らしと自分の仕

地方との人間同士の関係性を構築する

クなどで通勤に割いていた時間などが

15

省ける分︑地域の人と関わり合ってそ

2017年4月からApronWEBサイトを公開し、3年
分のバックナンバーや旬のイチ押しメニューが選べ
るエプロンバイキングなど、本誌にはないWEBなら
ではの情報量や限定企画で楽しんでいただいてお
ります。特に
「わくわく菜園づくり」
は、本誌を参考に
初めて挑戦してみた、
うまくできた、イラスト付きで
わかりやすいなどの投稿が多く寄せられています。
そこで、WEBサイト新コンテンツとして
「わが家の
菜園」
を新設します。家庭菜園で奮闘中の様子や生
育途中での失敗、
こんなの採れた！など、大切に育て
ている菜園の情報を写真とエピソードを添えてご投
稿ください。採用させていただいた投稿は4月から
「わが家の菜園」
に順次掲載させていただきます。
皆さま自慢の写真をお待ちしております！

おすすめ

【作り方】
1 白菜は食べやすい大きさに切る。かぶは皮をむいて6等分のくし
切りにする。れんこんは皮をむき、3mm厚さの輪切りにする。
ごぼうは皮をこそいでささがきにする。えのきは根元を切り取り、
半分の長さに切る。ねぎは斜め薄切りにする。もやしは洗って
水気を切る。大葉、しょうがはみじん切りにする。
2 ボウルに鶏ひき肉を入れ、酒、塩小さじ１、こしょう少々を入れて、
なめらかになるまでよく混ぜる。
3 豆腐をほぐして２に加え、片栗粉を加えて豆腐の白色が見えなく
なるまでよく混ぜ合わせ、大葉、しょうがを加える。
4 土鍋に鶏がらスープを温め、３を２本のスプーンで大きめの団子
にして落とし入れ、中火で煮る。団子に火が通って浮いてきた
ら取り出し、塩、こしょうでスープの味を調える。

レシピ

柑 橘 の 風 味 で さっぱ り といた だ き ま す

鶏ももひき肉…400g 絹ごし豆腐…1丁
（200g） 白菜…300g
かぶ…4個 れんこん…1節 ごぼう…1本 えのきたけ…1袋
長ねぎ…1本 もやし…1袋 大葉…4枚 しょうが…15g
ぎんなん…12個 鶏がらスープ…5カップ 酒…大さじ1
塩、
こしょう…適量 片栗粉…大さじ1
すだち
（輪切り）
またはゆず…適量

料理◎大森いく子 撮影◎黒部徹

【材料】4人分

鶏 団 子 の 塩 ちゃん こ 鍋

今月の

5 ４に白菜を加え、ある程度火が通ったら、４の団子、ねぎ以外
の野菜、ぎんなんを加えて煮る。
6 野菜に火が通ったら中央にねぎを盛り、すだちを散らす。
※好みで柑橘の果汁をたっぷり絞っていただくと美味しいです。

ココがポイント！
ひき肉と豆腐をなめらかになるまでよく混ぜ合わせるとふわふわの団子になります。
団子がやわらかいので、鍋に入れたら火が通るまでは混ぜないように。
1人分：約390kcal

調理時間：約40分
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回は谷

食と農のエッセイを楽しみ
にしております︒第

っているメニューがほとんど︒ ているエプロンを片手に畑に

調味料③短時間︑と三拍子揃

すね︒グリーンピースが載っ

んごは﹁高嶺﹂と﹁秋映﹂︒で

月中旬

につるありグリーンピースの

も自宅で採れるとメニューが

堆肥と石灰を散布︒

ています︒これからも三拍子

たねまきをします︒１種類で

行 き︵猫 の 額 ほ ど で す が︶
︑

も果物の中で一番好きで年中

分で３品同時に作ったりし

全部好き！

メニューを期待しています

口にしているので︑りんごは
︵三重県・井後ひろみさん︶

︵神奈川県・さくらさん︶

等︑何冊もの作品に触れ︑北
ております︒特に﹁わが家の

エプロンを毎号楽しみにし

ても参考になります︒そして

﹁わくわく菜園づくり﹂がと

︵佐賀県・宇野末子さん︶

しくお願いします︒

プロンに期待しますのでよろ

今後も私のバイブルとしてエ

三拍子メニュー

海道生まれならではの個性を

味﹂は料理が苦手な私の強い

頼りにしています︒基本は何

増え︑そして何より安全です︒

発揮される作家のお一人とし

を植えるにしても土づくりで

茨城県・長沢直美さん

味方︒読者の皆さんの投稿と

神奈川県・河内栄子さん

あって①簡単②常備してある

今回のタイトル﹁あなたは︑
何りんご？﹂も︑大のりんご
好きの私には心の琴線に触れ
る内容でした︒私の好きなり

神奈川県・田辺ミサトさん

長野県・山本典子さん

て︑また︑自身のオシャレな

菜園づくりを参考に

10

生き方も含めてファンです︒

感動︒その後︑﹁黒髪﹂﹁尋ね人﹂

顔 を 拝 見 し︑﹁海 猫﹂の 映 画 に

村志穂さんで久々に誌面でお

22

30

谷村さんのファンです

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

今月は茨城県の銘柄豚「ローズ
ポークすき焼き用」
（800ｇ）
を20
名様にプレゼントします。バラの
花のように綺麗でキメ細やかな
肉質をお楽しみください。
［今月の表紙］
ハクサイの花

［ 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 ：2021年1月25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 ：10月号の「おけさ柿」には5088通の応募があり広島
県の藤田さん他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
（いずれもApronWEBから応募ができます）
。掲載分には薄謝を進呈いたします。

4月号
5月号

春のごちそうサラダメニュー
小松菜を使ったお惣菜

2021年１月20日
（水）
締切
2021年2月19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。
新コンテンツ
「わが家の菜園」
や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

「日本の食を味わう」
公式 Twitter

検 索

もお楽しみください。

味はもちろん︑
見 た 目 も 愛 らし く ︑
世 界 中で親 しまれている
くだものです！

1月に多く出回るりんごは
国内生産量ナンバーワンの「ふじ」です。
甘味・酸味・歯ごたえの三拍子が揃った人気品種。
蜜が入りやすく、ジューシーです。
袋掛けをしないで育てた「ふじ」は「サンふじ」といいます。
ふじの他にも、ジョナゴールド、王林、ぐんま名月、
あいかの香り、ピンクレディーなど品種はさまざま。
そのまま生で、ジャムやお菓子にしても美味しいりんごのご購入は
産地直送のＪＡタウンにお任せください！
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

510 2021.1

●銀座三越9Ｆ
（10：00〜18：00）
：2021年1月30日
（土）
愛知県
「豊橋の実り」
●JR広島駅
（11:00〜15:00）
：2021年1月8日
（金）
・22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/
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全国農業協同組合連合会
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〒100-6832 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル
☎03-6271-8055
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