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さん

のエッセイ
連載 ﹁食﹂と﹁農﹂

木内 昇

今月のおすすめレシピ

ガパオライス

︻福岡県八女市︼

ど ん な 料 理にも 相 性 ピッタリ

博 多 なす

大分県

八女市
佐賀県

インド原産のなすは中国を経て日本に伝わり︑
奈良時代には栽培されていたという歴史ある野菜で︑
さまざまな大きさ︑形︑色︑味わいの品種があります︒

アクが少なくまろやかな口当たりは︑和洋中どんな料理方法にもよく合うと人気です︒

﹁博多なす﹂は福岡県産の地域ブランドで︑濃い紫紺色でボリュームのある長いボディ︑
ＪＡふくおか八女管内は年間を通して安定出荷をし︑

福岡県はなす栽培に最適な温暖

すの〝黒陽〟に品種を統一︒さら

山間地の夏秋なすとともに︑長な

て冬春なすの産地化が進むと︑中

６５年以降︑施設栽培が導入され

長なすを栽培してきました︒１９

崎長〟や〝庄屋大長〟といった大

月から 月まで収穫する夏秋なす

﹁３月から５月に植えつけて︑５

います︒

年間を通して安定的に出荷をして

して︑作型を組み合わせることで

地域ブランドを支える中心産地と

があって美味しいと人気が高く︑

﹁博多なす﹂ブランドを支える産地です︒

な気候と豊富な水に恵まれ︑全国

に１９９１年より〝筑陽〟へ品種

９月から翌年の７月まで収穫する

と︑８月から

なくてやわらかく︑ボリューム感

培される﹁博多なす﹂は︑くせが

県南部に位置する八女地域で栽

なすは肥料と水を多く必要とし︑

さん︒

を味わっていただけます﹂と鵜木

ので︑いつでも美味しい博多なす
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夏秋なすと冬春なすで
周年出荷

有数の生産量を誇ります︒日本各

転換し︑品質を重視した栽培が行

冬春なすの作型で生産しています

月に植えつけて︑

八女営農指導部園芸指導課の鵜木

われています﹂と︑Ｊ Ａふくおか

11
晃輝さん︒

﹁Ｊ Ａふくおか八女管内のなす栽

がおなじみです︒

以上の 〜 ㎝ もある﹁大長なす﹂

〜 ㎝ くらいの﹁長なす﹂
︑それ

両なす︶ですが︑九州地方では

は長さ ㎝ 程の﹁長卵形なす﹂
︵千

地で栽培されている一般的ななす

熊本県

培は明治末期頃から盛んで︑
〝長
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福岡県

寒暖差の大きい標高
300ｍ付近のハウス
で品質のよいなすを
栽培する末廣泰浩さ
ん

咲けば必ず実をつけるという意味

花の中に雌しべと雄しべがあり︑

すく︑収量が低下します︒１つの

不足になると受粉不良をおこしや

感な作物です︒高温や低温︑日照

温度や日射量などの環境変化に敏

は産地の維持拡大に向けた取り組

サポートしています﹂と︑Ｊ Ａで

ナーを開催し︑早期の技術習得を

新規就農者や後継者を対象にセミ

﹁昨年は７名部会員が増えました︒

が増えたとも︒

力化が進むとともに︑新規就農者

ＰＣ筑陽の普及拡大で作業の省

なす生産者の末廣泰浩さんのハ
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（※）PCはparthenocarpy（単為結果）
にちなみます。受粉しなくても果実ができることを単為結果といいます。

間に集中して行わなければならな

いので︑その労力はかなりの負担

でした︒２０００年頃から高齢化

に伴う生産者数と栽培面積の減少

が顕著になってきたため︑受粉し

なくても果実がなる特性をもつ

〝ＰＣ筑 陽〟︵ ︶
という品種の試
※
験栽培を行い︑２０１５年に導入

のことわざもありますが︑風のな

みも行われています︒

を開始しました﹂
︒

いハウス内では交配用のハチを用

れています︒着果促進剤の噴霧作
業は重労働で高齢化の進む産地で
は大きな課題でした︒
﹁授粉作業は花が咲いている短期

４本仕立てから
２本仕立てへ

いた受粉促進や着果促進剤が使わ

なすの枝をＶ字に伸ばした2本仕立ての栽培で、1番果から収穫します

なす広域選果場でスピーディな選果・選別作業が行われます

いなすができるそうです︒

差が大きく︑つやがよく品質のよ

す︒標高が高いため︑朝晩の寒暖

ウスは標高３００ｍ 付近にありま

すが︑冬春なすは関東にも出荷し

﹁主な出荷先は近畿と中国地方で

業が行われています︒

導入し︑効率のよい選別・出荷作

さんは﹁ＰＣ筑陽は皮が柔らかく

ているのでたくさんの方に食べて

て︑少しスレただけでも傷がつく

﹁県内では４本仕立ての栽培が主

立てよりも芽吹きがよく︑葉が混

ので収穫には気を使いますが︑タ

の鵜木さん︒さらに生産者の末廣

みあわずに管理がしやすいし︑な

ネが無く食味がよいので︑うちで

ほしいです﹂とＪ Ａふくおか八女

すの生育もいいです︒４本仕立て

は素揚げにして南蛮漬けのように

２本仕立てに変えました︒４本仕

だと樹勢を維持するために１番果

してよく食べます﹂とのこと︒熱

流ですが︑うちは３年ほど前から

は摘果しますが︑２本仕立ては１

紫紺色の皮にポリフェノールの

番果から収穫ができて︑トータル

一種︑ナスニンというアントシア

を加えるとトロッとした舌ざわり

収穫はハウス内が高温にならな

ニン系色素が含まれているので︑

で︑どんな料理にも幅広く使える

い早朝４〜５時から行い︑選果場

皮ごと調理がおすすめです︒
﹁博

で見ると４本仕立てとほぼ変わら

に出荷します︒Ｊ Ａでは２０１１

多なす﹂の美味しさをぜひ︑実感

ない量の出荷ができます﹂と︑末

年に３ヵ所あった選果場を一元化

してみましょう︒

のも博多なすの特長です︒

して﹁なす広域選果場﹂を建設︒

廣さん︒

カラーカメラによる色彩選別機を
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色がきれいで柔らかく、ボリューム感
のある博多なす
「たくさんの人に博多なす
の美味しさを知って欲し
い」
と、
ＪＡふくおか八女の
鵜木晃輝さん

【博多なす】生産概要
生産者：約140名
栽培面積：約21ヘクタール
出荷量：約3000トン
（2020年度実績）
主な出荷先：近畿、中国、関東など

● JAふくおか八女

読 者 から の 応 募 料 理

何度も作りたい、
なす料理

1人分：約125kcal

調理時間：約20分

冷たくしてもおいしいです

なすの揚げ煮
東京都・土田仁子さん

【材料】4人分
なす…5本 しょう油…大さじ4 酒…大さじ2 みりん…大さじ3
砂糖…大さじ1 一味唐辛子…小さじ1/2 揚げ油…適量 糸唐辛子…適宜

1
2
3
4

なすはヘタを取り、厚めの輪切りにする。
揚げ油を熱し、なすを入れ、低めの中温で色よく素揚げする。
鍋に全ての調味料を入れてひと煮立ちさせ、２を加えて落し蓋をし、中火で5分程煮る。
器に盛り、糸唐辛子をのせる。
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つるつるとして、
たくさん食べたくなります

つららなす
愛媛県・井上京子さん

1 なすはヘタを取って皮をむき、縦に太さ７mmの棒
状に切り、水につけてあく抜きをする。ペーパータ
オルなどでしっかり水気を拭き取り、片栗粉をまぶ
す。
2 鍋にたっぷりの湯を沸かし、１を入れ、半透明にな
るまでゆでて、冷水に取る。
3 器に盛り、めんつゆをかけ、しょうが、大葉をのせる。
※温かい汁をかけても美味しくいただけます。

【材料】4人分
なす…5本 片栗粉…大さじ4
めんつゆ(ストレート)…3/4カップ
おろししょうが…大さじ1
大葉(せん切り)…適宜

1人分：約80kcal

調理時間：約20分

牛肉の旨みがなすにしみて、
ごはんが進みます

牛肉となすの
味噌炒め煮
東京都・実月さん

1 なすはヘタを取り、皮をピーラーで縦に3カ所むい
て、一口大に切る。しょうがはせん切りにする。牛
肉は食べやすい大きさに切る。
2 フライパンになすを入れ、水大さじ3、ごま油を加
えて蓋をし、弱火で7分程蒸し焼きにする。
3 なすを返して、裏面にも焼き色がついたら牛肉、し
ょうがを加えて炒める。
4 肉 の 表 面 の 色 が 変 わったら、全 て の 調 味 料、水
150mlを加えて蓋をし、弱めの中火で5分程煮たら、
蓋を外してへらで軽く混ぜながら水分を飛ばす。
5 器に盛り、小ねぎ、ごまを散らす。
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【材料】4人分
なす…5本 牛こま切れ肉…200g
しょうが…1片 味噌…大さじ1.5
砂糖…大さじ1.5 しょう油…小さじ2
白だし…小さじ2 水…適量
ごま油…大さじ1.5
小ねぎ(小口切り)、白いりごま…適宜

1人分：約250kcal

調理時間：約25分

たねまき

Sep tem b er

原産地は地中海沿岸地域ですが︑
野菜として食べているのは
日本や中国など東アジアだけです︒
冷涼な気候を好み︑春まきと秋まきで

穫

収

楽しめますが︑害虫の心配が少なく

●土づくりワンポイントアドバイス

たねまきの2週間以上前に、
１㎡あたり苦土石灰
100gと完熟堆肥1kg
（ いずれも過去1年以内に施
用していれば不要）
を散布し、深く耕しておきます。
元肥はたねまきの１週間前に、
１㎡あたり化成肥料
(8-8-8)100 gを散布し、土に混ぜ込みます。

指導：岡本 保（ＪＡ全農 肥料研究室技術主管）

（ベランダでも畑でも栽培できます）

●シュンギクの栽培スケジュール

（秋まき）

℃です︒寒さには比較的

イプに大きく分けられます︒さらに

葉の切れ込みが浅い大葉種︑切れ込

みが中くらいの中葉種︑切れ込みが

深い小葉種があります︒全国的に広

温は 〜
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す る 株 立 ち︵摘 み 取 り︶タ イ プ と︑

生長した側枝を順次摘み取って収穫

ちタイプがおすすめです︒霜にあた

ると葉が傷むので︑不織布などを使

３年はあけましょう︒

連作障害があるので同じ畑は２〜

り︑地方によっても特色があります︒ って保温してやりましょう︒

シュンギクにはいくつか品種があ

てしまいます︒

庭菜園では長く収穫が楽しめる株立

く栽培されているのが中葉種で︑家
℃以上になると生育不良を起こし

強いですが暑さには弱く︑日が長く

20

な り 気 温 が 上 昇 す る と ト ウ 立 ち し︑

15

味です︒冷涼な気候を好み︑生育適

キクのような香りとほろ苦さが持ち

日本への渡来は室町時代といわれ︑ 株ごと抜き取って収穫する株張りタ

育てやすい秋まきがおすすめです︒

発芽率があまりよくないので、やや多めにすじまきし
ます。好光性種子なので、土を薄くかけて軽くおさえ
ます。土が乾いていると発芽が悪いので、たねまきの
前と後にたっぷりと水やりをしましょう。発芽するまで
に1週間程度かかるので、乾燥に注意してください。

（春まき）

たねまき

シュン ギ 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

08

間引き

本葉３〜４枚で株間５〜６cmにし、
その後生育に従って間引きを行い、
最終的に株間１０〜１５cmにします。

本葉１〜２枚のときから密生している
ところを間引き始めます。

追肥

2回目の間引き後は化成肥料
（8-8-8）を1㎡あたり30ｇ程
度散布し、土に混ぜ込みます。
摘み取り収穫後は株疲れ回復
のために効きの速い液肥を与
えます。市販の液肥（窒素成
分6％程度のもの）を500倍
程度に薄めて、ジョウロなど
で株元に１株あたり300ml程
度を施用してください。収穫
の都度追肥してください。

収穫

株立ちタイプは草丈が
20cmくらい（本葉９〜
１０枚）になったら、株
元から４〜５枚を残して、
まず主枝を収穫します。
主枝の収穫によりわき
芽に栄養が回り、次々
と側枝が伸びてきます。

「わが家の菜園」
募集中

伸びた側枝が２０〜２５cmになったら、葉を2
枚残してハサミで切って収穫します。さらに
伸びた側枝も葉を2枚残して収穫していくと、
春先まで収穫を繰り返すことができます。
株張りタイプは草丈が２０cm前後になったら、
根ごと抜き取って収穫します。収穫適期が３
〜４日と短いので採り遅れに注意しましょう。

https://apron-web.jp/mysaien/
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次 回はコマツナです

3．
薄力粉を加える

薄力粉は茶こしで全体にふる
い入れてよく混ぜ合わせる。

撮影◎黒部徹

4．
型に流す

オーブンシートを型より低く
ならないように敷き込み、生
地を流し入れる。型を少し持
ち上げて落とし、生地の中の
空気を抜いて表面を平らにす
る。

料理◎大森いく子

ボウルに室温に戻したクリー
ムチーズを入れて、泡立て器
で滑らかなクリーム状になる
まで混ぜる。グラニュー糖を
２〜３回に分けて加え、全体
が白っぽくふんわりとなるま
で混ぜる。

チーズケーキを 作る

卵は1個ずつ加え、そのつど
よく混ぜる。生クリームも加
えて混ぜる。

材料を順に混ぜて焼くだけのシンプルなベイクドチーズケーキ︒
焦げ色がつくまで焼き上げれば︑スペインのバスク風チーズケーキの出来上がりです︒

チーズと砂糖を混
2．
卵と生クリームを加 1．
ぜる
える

●クリームチーズは粒がな
くなるまでよく混ぜ合わせ
ると口当たりが滑らかに仕
上がります。
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バスク風チーズケーキ
【材料】直径15cm丸型1台分
クリームチーズ…300ｇ グラニュー糖…60ｇ 卵…2個
生クリーム…100ｇ 薄力粉…大さじ1

右頁を参考にしてチーズケーキの生地を作り型に流し込む。
220℃のオーブンの下段に入れて３０〜３５分、表面に濃い目の焼き色がつくまで焼く。
（オーブンによって焼き色の付き加減が違うので、様子を見ながら時間を調整する）
3 焼き上がったら粗熱をとってそのまま冷蔵庫に入れ、一晩じっくり冷やしてから取り出し
切り分ける。（包丁の刃を温めてから切るときれいに切れる）
1
2

◎1/6カット分：約275kcal

11

調理時間：約50分（冷蔵庫で冷やす時間除く）

え︑頼まれたものを代わりに手配する

混みに出ることが容易ではない昨今ゆ

きをしている︒母は幸い元気だが︑人

週に数回︑近所に住む老母の御用聞

好きの域を超えて︑もはや中毒である︒

でしている︒ここまで来ると︑トマト

うえ母は︑庭で桃太郎トマトの栽培ま

毎日︒さすがに食べ過ぎだろう︒その

３個は食べている計算なのだ︒これが

話に︑恐々とする︒なにしろ︑日に２︑

﹁ここまでトマトが好きなのは︑
たぶん︑

呆れる私に︑母は言うのだ︒

だよ﹂

と思うのよ﹂

小さい頃の感動が尾を引いてるからだ
デジャビュのごとく繰り返される会

﹁もう全部食べちゃったのよ﹂

﹁また？ この間︑箱で買ったばかり

のだ︒この買い物リストに︑毎回登場

33

するのがトマトである︒

作物の声

﹁食﹂と 第 回
木内 昇 さん
﹁農﹂の
エッセイ

連載

イラスト：今井夏子
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終戦を５歳で迎えた母の幼少期は︑

和菓子店を営んでいたが︑砂糖や小豆

のまま宿っていて︑それが幼い母に気

そこには野菜本来の濃厚な生命力が生

も酸味も強かったろう︒でも︑きっと

のだ︒

の時代も︑健やかな明日を連れてくる

くましくてあたたかいその声は︑いつ

丈夫︑きっと生きていけるよ││︒た

はたゆまず人々に訴え続けている︒大

食糧が十分に満ちている今も︑作物

この
﹁銀舎利﹂
という文字が頭に浮かぶ︒

が手に入らない中では店を再開するこ

力と安心を与えたのではないだろうか︒

当時の野菜は︑今のものよりえぐみ

ているというのだ︒

ともかなわない︒戦争をなんとか生き

こういうものを食べていれば大丈夫︑

食糧難とともにあった︒祖父は戦前︑

延びても︑生計を立てることすらなま

母に与えた︒誕生日プレゼントだった︒

けれど﹂と断って︑ひとつのトマトを

だった︒私は無類の米好きで︑長年土

なく﹁銀﹂
︒それほどにお米は貴重品

いう言葉がよく出てくる︒
﹁白﹂では

当時の史料を読むと︑
﹁銀舎利﹂と

るよ︑と︒

きっとあなたはこれからも生きていけ

なかではなかったのだ︒
母が６歳になった誕生日︑祖父は︑

早速かぶりついて︑そのみずみずしさ

﹁なんにも特別なことはしてやれない

と甘さに全身が震えた︒こんなにおい
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鍋でご飯を炊いているが︑蓋を開けて

集英社文庫

かぐわしい湯気に顔を突っ込むたび︑

（きうち のぼり）

木内 昇

（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。

「火影に咲く」

しいものが︑この世にあるなんて││

1967年東京生まれ。
『茗荷
谷の猫』が話題となり、09
年早稲田大学坪内逍遙大賞
奨励賞を受賞。11年『漂砂
のうたう』で直木賞、14年
『櫛挽道守』で柴田錬三郎
賞など三賞を受賞。他の作
品に『よこまち余話』
『光
炎の人』『球道恋々』
『火影
に咲く』
『万波を翔る』など。

その感激が︑ 歳を超えた今なお続い
80

さん

かん

きつ

風味を引き立て︑
食欲を刺激する︻香酸柑橘︼

こう

食卓を豊かに楽しむ
香酸柑橘ワールドの扉を開きましょう！
香酸柑橘とは果肉を食べるのではなく果汁の酸味や果皮の香りを
楽しむ柑橘のことをいい︑ゆずやすだち︑かぼす︑レモンなど日
本には 種類以上もあります︒清々しい香りと酸味で料理を際立
たせ︑食欲を刺激してくれる料理の名脇役です︒
国産柑橘の普及活動を行っている 株( み)かん代表の清原優太さん
に寄稿していただきました︒

﹁

香

かけて調味用に使う︑文字

知でしょうか？料理に絞り

酸柑橘﹂という分野をご存

﹁すだち﹂と﹁かぼす﹂の味わいの違

の知名度は低い現状があります︒また︑

知られておらず︑香酸柑橘という分野

柑橘の販売・普及活動を

居の高さ﹂
︒フルーツとしての柑橘は

その原因のひとつが香酸柑橘の﹁敷

きが深いこのジャンルは知れば知るほ

き︑更には各産地の食文化とも結びつ

味を酸味と香りで引き立てることがで

最近レモンブームがきている中で︑

そのまま食べるだけですが︑香酸柑橘

ミット」「香酸柑橘サミ

の味を引き立ててきました︒実は日本

運営や、「日本みかんサ

には 種類以上もの香酸柑橘が存在し

いも意外と知られていません︒

柑橘の定期便「柑味」の

会社みかん」設立、代表。

を設立。2016年「株式

ど魅力的です︒

通り香り高く酸味がある柑橘のことで︑

年「東大みかん愛好会」

はどの料理に合うか考えるところから

東京大学在学中の2014

始まります︒それでも︑絞った料理の

1993年、東京都生まれ。

ているのですが︑
﹁ゆず﹂
﹁すだち﹂
﹁か

プロフィール

ぼす﹂
﹁レモン﹂以外の品種はあまり

夏から秋にかけて旬となり全国の食卓

行う。

（きよはらゆうた）

ット」の主催など、国産

清原優太

30

30
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①牛乳と合わせる

紹介します︒

シピ﹂として︑次の３つの楽しみ方を

軽に試してみたくなる香酸柑橘入門レ

が身近なものになるために︑
まずは
﹁手

高いと感じています︒香酸柑橘の世界

香酸柑橘が持つポテンシャルもとても

た後のデザートとしていかがでしょう

験をすることができます︒料理を食べ

が持つ甘さが一層引き立つ不思議な体

を足したにも関わらず︑フルーツ本来

群︒特に梨・柿がおすすめです︒酸味

が︑実は甘みの強い果物とも相性は抜

料理に合わせるイメージが強いです

てきます︒

に含まれている香りが口に含むと溢れ

せ︑醤油をかけていただく︒皮に豊か

豆腐にすりおろしたすだちの皮をの

﹁すだちの皮すりおろし冷奴﹂︵徳島県︶

か︒
③産地の人を真似てみる

牛乳２００㏄ に対して︑
香酸柑橘
︵ど
んな品種でもＯＫ︶を半玉ぎゅっと絞

柑橘は産地との結びつきがとても強い

いえば大分と連想されるように︑香酸

食材です︒そのため︑産地出身の友人

﹁すだち﹂といえば徳島︑
﹁かぼす﹂と

一緒に絞れて味わいが増します︒香酸

などがいたら︑美味しい食べ合わせを

りかき混ぜてください︒皮を下にして

柑橘の酸味がまろやかさを増し︑ラッ

ぜひ聞いてみてください︒次のふたつ

絞ると皮に沢山含まれる香りや酸味も

になります︒もし複

シーのような味わい

とに存在する食べ合わせの探求の世界︒

は私が実際に産地の農家さんからお聞

ぜひ︑紹介したレシピを気軽に試して︑

数品種ある場合は牛

〝絞る〟だけでも楽しくなれる香酸

製氷皿に注ぐ水にかぼす果汁を加え

香酸柑橘ワールドの扉を開けてみてい

柑橘︒そしてそこから広がる︑品種ご

る︒焼酎を飲む際に︑完成したほんの

ただけたら嬉しいです︒

きした楽しみ方です︒

って味と香りの違い

りかぼす味がする氷で割り︑さらにか

﹁焼酎のかぼす氷割り﹂︵大分県︶

を楽しむのもおすす

ぼすを追い絞りして贅沢に飲む︒

乳の代わりに︑砂糖

めです︒

不使用の炭酸水に絞

②果物と合わせる
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おすすめ
レシピ

バジ ル を 使った タイ の 屋 台 ご は ん

豚ひき肉…400g たまねぎ…1個 ピーマン…2個
パプリカ
（赤）…1/2個 バジルの葉…15〜20枚
にんにく…2片 赤唐辛子…2本 ナンプラー…大さじ1.5
オイスターソース…大さじ1.5 しょう油…大さじ1
砂糖…大さじ1 こしょう…少々 塩…適宜
サラダ油…大さじ1 卵…4個 ごま油…大さじ2
ごはん…4杯分 きゅうり(斜め薄切り)…適宜

料理◎大森いく子 撮影◎黒部徹

【材料】4人分

ガパオ ライ ス

今月の

【作り方】
1 たまねぎは粗みじん切り、ピーマン、パプリカは食べやすい長さ
の細切り、にんにくはみじん切り、唐辛子は小口切りにする。
バジルはざく切りにする。
2 フライパンにサラダ油を入れ、にんにく、唐辛子を中火で炒め、
香りがたってきたらひき肉を加え、色が変わるまで炒める。ひき
肉は粗めの食感が残るようにほぐし過ぎないようにする。
3 ２にたまねぎ、ピーマン、パプリカ、バジルを加え、ナンプラー、
オイスターソース、しょう油、砂糖、こしょうを加えて炒め合わせ、
3分程中火で煮る。味をみて、塩で味を調える。
4 別のフライパンにごま油を熱し、卵を割り入れて中火で焼き、白
身はカリッと、黄身は半熟の目玉焼きを作る。
5 器にご飯を盛り、３をかけて４をのせ、きゅうりを添える。

ココがポイント！
タイのバジル「ガパオ」の代わりに手に入りやすいスイートバジルを使いました。
鶏ひき肉やもも肉、えびなどの魚介類などお好みの具材で楽しめます。
1人分：約660kcal

調理時間：約30分
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に弱いとか ︒
…土づくりが大
切という﹁植物﹂を育てるの

べない﹂という︒それに暑さ

はグルメで美味しい草しか食

知人をはじめ︑あまり口をき

も配ったら︑それがキッカケ

に 大 葉 の 種 を ま い た と こ ろ︑ いたことがないご近所さんへ

増えたので今年はプランター

で笑顔でお話するようになり

思いのほか豊作でした︒友人

岡山県・串馬敬子さん

東京都・山下良子さん

豊 作 だった 大 葉
外出を控え家にいる時間が

と似ていますね︒

おばあちゃんになるまでかわ

ここで生まれ︑ここで育ち︑

ました︒おいしいし︑経済的

いがられる牛たちの幸せな様

だし︑喜ばれるし︑野菜の種
まきをして良かったです︒

︵愛媛県・松久久子さん︶

ね︒

人たちの笑顔がまたいいです

子が伝わってきました︒働く

︵兵庫県・大葉シソ子さん︶

う れし そ う な 牛 た ち

エプロン６月号の表紙をひ

らくと︑雄大な富士山となん

千葉県・長谷川嘉幸さん

ともうれしそうな牛たち︒﹁牛

佐賀県・綿瀬万由美さん

P L A Z A

読 者 の ひ ろ ば

佐賀県・南里幸子さん
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I N F O R M A T I O N
今 月の表 紙

Apron WEBマガジン

ナスの花

3年分のバックナンバーや
WEB限定の家庭菜園、
わが家の菜園を掲載中。
食材からレシピ検索もできます。

https://apron-web.jp/

Apron webマガジン

検索

わが家の味、
お便りなどを
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。

12月号／おすすめのもち米料理
11月号／手軽で美味しい長いも料理

2021年19月17日
（金）
締切
2021年10月18日
（月）
締切

また、
「ＡｐｒｏｎＰＬＡＺＡへのお便り」
「絵手紙」
「わが家の菜園」
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。
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
▲

ApronWEBからの応募はこちら
＊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。

ＰＲＥＳＥＮＴ
今月の

写真はイメージです

応募方法

はがきに郵便番号、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。

締切

2021年9月27日（月）当日消印有効

あてさき

プ ラ イ バ シ ー
保 護 に つ い て
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当選発表

プレゼントの発送をもって
発表にかえさせていただきます。
ApronWEBからの応募はこちら

▲

JAタウンの博多うまかショップから
「福
岡 の 八 女 茶 一 番 茶 煎 茶 詰め合わせ 」
（100ｇ×5袋）
を20名様にプレゼントし
ます。八女茶のうま味と香りをお楽しみ
ください。

〒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

エプロン誌に投稿・申込みいただいた読者の皆様の個人情報は、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。

シャリシャリとした
食 感のあとに広がるたっぷりの果 汁 ︒
今 年 も 梨の季 節がやってきました！

人気を誇る定番の幸水・豊水・二十世紀のほか、
甘みが強くジューシーな新甘泉や南水・あきづきなど、
今年もＪＡタウンではとっておきの和梨をご用意しています。
様々な品種があるので、7月下旬から晩秋まで、
順々に旬を迎える味を楽しめます。
糖度が高く甘いのはお尻の部分と皮の近く、
芯の周りはゴリッと固く酸っぱい味がします。

梨は皮をなるべく薄くむき、芯の部分は少し大きく切り取ると美味しく食べられます。
ＪＡタウンで日本各地の梨を食べ比べしてみてください！

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

518 2021.9

●JR広島駅（11:00〜15:00）
：2021年9月3日（金）
・17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9月号
（No.518）
2021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。

編集人＝今村貴美

Apron WEBマガジン

