
　各コーナーの必要事項と、ご意見・ご感想、氏名
（匿名希望の場合はペンネームも）、年齢、郵便番号、
住所、電話番号を明記の上、ファーマーズマーケット
まんま～じゃに設置の応募箱、郵送またはメールの
いずれかで「Man・ma～ja! 第36号○○○係」
までご応募下さい。クイズにＴｒｙ！!以外は随時募集
しております。

郵送の場合：〒965－0025
会津若松市扇町35番地１
あいづ農業協同組合  総務部 総合企画課

メールの場合：info@ja-aizu.jp

応募箱の場合：各自記入した紙をファーマーズ
マーケットまんま～じゃに設置された応募箱
に入れて下さい。（複数枚ある場合や、写真添
付の場合は、封筒でひとつにまとめて下さい。）
※お送りいただきました個人情報は、Man・ma～ja！誌面づ
くりやプレゼントなどの発送、ご連絡のためにのみ使用させ
ていただき、JAあいづにて厳重に管理いたします。ご応募い
ただきましたものは返却いたしません。予めご了承下さい。

お買い物ついでに郵送代をかけずに応募できます！

●営業時間／日曜日以外  8:30～13:00
●定休日：日曜日

✆（0242）33-7622

●営業時間／9：30～18：00
●定 休 日／毎月第1水曜日だけお休みです！
  土日祝日は営業してます!!

✆（0242）24-0831
に じ の お や さ い

朝早くから営業しています！

2014年6月21日発行　発行元／〒965-0025 福島県会津若松市扇町35番地１　あいづ農業協同組合　総務部　総合企画課　　✆0242-37-2222　60242-37-2255　　http://www.ja -aizu . jp/　　info@ja -aizu . jp

まんま～じゃ 36vol.

2014 Early SummerＪＡあいづの「食」と「農」コミュニティ誌

2

至
喜
多
方

459
459

桧原湖 小野川湖

裏磐梯
ロイヤルホテル

裏磐梯
ゴールドライン

五色沼

至115号線至磐梯町

道の駅
裏磐梯

五色沼
（毘沙門沼）

24

115

中ノ沢
体育館

リゾートイン
ぼなり

中ノ沢
保育所

沼尻郵便局

至福島・二本松方面

〶

至
49
号
線

達沢不動滝

お花が大好きです。
まんま～じゃには野菜はもちろん花苗もよく買い求めま
す。たくさん種類もあってお手頃なお値段なのでついつ
い買いすぎてしまい、主人にあきれられております。でも
きっと今年もいっぱいかうんだろうなぁ～♪

（Ｓ．Ｆさん・55歳・女性）

花でいっぱいに
毎回楽しみにしています。いろいろな花の種をまき育てる
のがとても楽しみ。近所の人にもあげて皆で花いっぱいに
しています。ばあばの知恵袋はとても勉強になります。レ
シピも最高！　　　　　　　　　 （Ａ．Ｙさん57歳女性）

新鮮な野菜が嬉しいです。
毎号楽しみに見ています。お店もよく利用させていただ
いています。たくさんの新鮮な野菜で元気に過ごせてい
ます。ありがとうございます。（たんぽぽさん・30歳女性）

料理方法が…
からし菜やアイスプラントの食べ方がよくわかりません。

おすすめや、洒落た料理の仕方を教えて下さい。

 （Ｎ．Ｔさん・47歳・女性）

もっと近くにも！
旬彩館とまんま～じゃでしか買えない野菜、花、果物を楽
しく利用させてもらっています。門田なのでどちらも少々
遠く、毎日というわけにもいかずもっと近くにもあったら
なあと思います。　　　　　　  （Ｓ．Ｋさん・63歳・女性）

見本

応募方法はこちらです

　紫色の小さな花は、いんげん豆の花

です。一年に三度も収穫できるので、

関西では三度豆と呼ばれることもあり

ます。いんげん豆を若いうちにさやごと

食べるのがさやいんげん。多くの種類

の栄養素を幅広く含んだ野菜です。和

食から洋食まで様々な料理で使われ

おいしく食べられています。

これ、何の花？

※印刷には植物油インクと再生紙を使用しております。 ※ファーマーズマーケット「まんま～じゃ」はJAあいづの登録商標です。
※本誌掲載の写真及びイラストはイメージです。 ※ 本誌の無断複製・掲載を禁じます。 Printed by Hokuto Printing co.,Ltd. Design by Na3

クイズにTry !!クイズにTry !!クイズにTry !!
きゅうりはそのほとんどが水分ですが、香
りと歯ごたえが良くカリウム、マグネシウ
ムなどの○○○○を含んでいます。
　　　3S～食育ソムリエのオススメ～をみてね。

きゅうりはそのほとんどが水分ですが、香
りと歯ごたえが良くカリウム、マグネシウ
ムなどの○○○○を含んでいます。
　　　3S～食育ソムリエのオススメ～をみてね。
気になったコーナーはなんですか？

Q1.

Q2.
ヒント

クイズの答えを明記の上、「クイズにTry！!係」までご応募下さい。
正解した方の中から抽選で5名様にJA商品券1,000円分をプレゼント！

応募締切りは7月31日【当日消印有効】です♪
JA直売所や

JAガソリンスタンドで
使えます│vol.35当選者 正解は「ラナンキュラス」でした！ 

応募総数97通・正解者96名　たくさんのご応募ありがとうございました!!
クイズの当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

ラナンキュラスとダリヤ
まんま～じゃで花を買う時はじめてラナンキュラスを知り
ました。お客様同士で「ラナンキュラス」の良さを話し合っ
ておられました。私も迷わずダリア〈黒蝶〉（これもはじめ
て）と一緒に求めました。まもなく終わりのようですが年中
あるといいですね。　　　　　　 （Ｋ．Ｗさん・69歳・女性）

3S～食育ソムリエのおススメ～

あいづ彩! 菜!! 再発見!!! ～おやさいの旅～

ばぁばの知恵袋
きゅうり

Dining ＆ cafe bar Loop
〈ダイニングカフェバー ループ〉

たけのこ料理編

ケータイ版
Man・ma～ja！
公式facebookも
よろしく!!!

f

※サイトへの通信料は別途必要となります。

みんなで
レッツ！お弁当♪

メニューのレシピ＆栄養量・エネルギー等はホームページにて公開中♪

愛知県はなまる市
直送！トウモロコシ販売

6月 22日

6月 28・土 29日

12・土 13日

Ａコープ紫鳳試飲会
お茶つめ放題！7月 5土

7月そうめん
フェア

米粉ＰＲイベント

12土7月 夕市〈15：00～〉

▼本格的な夏を控えていますが、雨が多い季節ですね。運動不足
になりがちですが、体調を崩さないようにお気をつけ下さいね！
これから夏バテにならないようにしっかりと食べて夏を乗り切り
ましょう。もちろん旬の野菜はまんま～じゃで豊富に取り揃えて
いますよ♪ ▼クイズのご応募の際には、ご意見・ご感想もお願いし
ます♪ 次号はvol.37です！お楽しみに！

鶏のから揚げ

パプリカのさわやかマリネ
付け合せ

スタミナ
肉野菜炒め

都合によりイベントは予告無く変更する場合がございます。ご了承ください。イラスト・写真はイメージです。

日本の夏は高温多湿で蒸し暑いため、夏バテや夏風邪な
ど体調を崩しやすくなりがちです。
そこで今回用意したお弁当は「おつかれSummer弁当」！
このお弁当にはにんにくがたっぷり使用されており、その
ニンニクに含まれる“アリシン”という物質が滋養強壮、疲
労回復、ダイエット等に役立ちます。
このお弁当を食べれば、どんな夏も乗り越えられることま
ちがいなしです！

お弁当制作チーム

会津大学短期大学部
食物栄養学科２年 加藤ゼミの皆さん

コンセプト♪

中ノ沢温泉街の更に奥。車で５分、徒歩
で１０分ほど行ったところにある神秘的
で美しい滝です。雄 し々く豪快なたたず
まいを見せる男滝と、その左手にひっそ
りと流れる女滝があり、見る人を圧倒し
ます。車から降りてすぐに目的地につく
上、道中も歩きやすくなっているので荘
厳な雰囲気をぜひ堪能してみては。

緑、赤、青など様々な色の沼が点在する五
色沼湖沼群。その一つの毘沙門沼には見
た人に幸せが訪れるとい
うハートの模様が入った鯉
がいます。鯉の左下腹に見
えるハートを見つけられた
ら、今年の夏はなにか幸せ
な出来事があるかも！？

休日には夏に
負けない

パワーをもら
いに

会津の名所
を

巡って見まし
ょう♪♪♪

まんま～ ゃ の！じ
ｊａ こう♪歩じゃあ

休日にはほっと一息、
会津地域の隠れた名所や
お散歩道を巡って見よう♪

　じめじめとした梅雨の季節か

ら、カラッとした暑い夏の日差
しが近づいていますね。
　避暑地を訪れたちょっと先に

足を伸ばせばマイナスイオン
全開のスポットがあります！！
　マイナスイオンをたくさん浴び

ればパワーがもらえるかも！？
今回ご紹介するのは、

五色沼毘沙門沼のハートの鯉（北塩原村）

達沢不動滝（猪苗代町達沢）

おつかれsummer弁当

JAあいづ公式
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変わった野菜は販売コーナーにおすすめ料理方法を店内
に掲示しています。その他の料理もお気軽に声を掛けてい
ただければお答えできますよ♪

直売所イベント情報

南部せんべいアイス販売
＆岩泉ヨーグルト販売
岩手名物南部せんべいでサンドした濃厚アイスがたまりません┻

まんま～じゃ調査隊員
募集中！

まんま～じゃ調査隊員
募集中！

　あなたも『まんま～じゃ！調査隊員』になりません
か？ 皆様から寄せられた素朴な疑問や調べて欲しい
ことなどを、調査してレポートしていただきます。もち
ろん、お子さまと一緒に参加でもＯＫ！生産者さんとの
出逢いや、貴重な体験があなたを待っています！隊員
になりたい方全員のお名前、年齢、住所、電話番号を明
記の上、下記までご応募ください。随時募集してます！

【ハガキでの応募先】
〒965-0025  会津若松市扇町35番地1
あいづ農業協同組合  総務部  まんま～じゃ調査隊員係
【メールの場合】　info@ja-aizu.jp

１.調査隊員になる
隊員になりたい方全員のお名前、年齢、住所、電話番
号を明記の上、「調査隊員係」までご応募ください。
随時募集してます。

２.連絡が来る
取材内容、取材日時などが決定次第、隊員を選考
し、電話にて連絡いたします。ご都合が合えば、参加
となります。
※隊員になりたい方全員のお名前、年齢、住所、電話
番号を明記の上、「調査隊員係」までご応募くださ
い。随時募集してます。

３.いよいよ取材です！
協力してくださる生産者さんなどを調査します。意
見や質問はどんどんしてください。

４.任務完了！
調査した結果をレポートにまとめます。あらかじめ、
レポートシートを用意しますので、どなたでもカンタ
ンですよ。

※隊員になりますと、「脱退」のお申し出がない限り、調査隊員に
登録されていますので、一度のみならず、調査依頼が数回あ
る場合もございます。また、隊員数が多い場合は、調査依頼ま
でお時間がかかる場合がございますので、予めご了承下さい。

7月 6日

応募先

調査の流れ

男滝

女滝

会津のおそばと米粉のかきあげ



Let’s Cooking
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梅津さん今日はよろしくお願いします！(*́ ∀` *)
はい、よろしくお願いします。
すごく上品で落ち着いた雰囲気のお店だねー！お店のコンセプトを教え
て下さい♪
お客様にゆったりくつろいでいただける空間を目指しました。あまりガヤ
ガヤした感じにならないので、静かなひと時を楽しんでいただけると思い
ます。席もカウンターとテーブルではまた違った雰囲気になっているので
お客様にあった落ち着いた時間を提供できます。
なるほど～(̂ O )̂お店のおすすめのメニューを教えて下さい！
どのメニューも会津産の野菜をたっぷり使ってお客様に満足いただける
ように心がけています。一番人気はloopオリジナルサラダですね。生パス
タと旬の野菜を使ったパスタや各種ピザ、バーニャカウダを冷製ディップ
ソースで提供しています。地産地消につとめていますので新鮮で美味し
い料理を堪能して下さい。

カウンターもおっしゃれー！（*́ ▽` *）お酒の種類もたくさん！おすすめの
楽しみ方はありますか？
樽生のスパークリングワインをご用意していますのでぜひ飲んでいただき
たいですね。スパークリングワインにリキュールを混ぜて提供もしていま
すので女性にもおすすめです。ビリヤードとダーツも楽しめるので気軽に
お酒を楽しんで頂きたいです。
平日にやっているランチもパスタにドリンク、サラダもついて８００円から
だし、デザートもすごく美味しそう♪雰囲気も十分でデートにもピッタリ
だね！(*̂ _̂ *)
美味しい料理とお酒、飲んで遊べる空間をご用意しております。結婚式
の二次会などに是非いらして下さい。ゆったりリラックスできる時間をお
届けします。
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梅津さん
梅津さん

梅津さん

梅津さん

梅津さん

再発見!!!
～おやさいの旅～♪

あいづ

彩!菜!!

　今回ご紹介するのは、４月25日にオープンしたばかりの『Dining 
＆ cafe bar Loop』さん。会津産の野菜をふんだんに使ったこだわり
の料理と、おしゃれで大人な雰囲気の中静かなひと時を過ごせるお
店です。今回はその落ち着いた店内で店長の梅津圭太さんにお話し
を伺いました。

ご案内図

Ｊ&Ａ…ジュンくんとアンちゃん Anちゃん

Junくん

36vol.まんま～じゃ

ＪＡあいづの「食」と「農」コミュニティ誌 夏 野 菜 を 上 手 に と っ て 暑 さ に 負 け ず に 元 気 に 過 ご そ う ♪
第17回

Dining＆cafe
bar Loop

ダイニングカフェバー ループ

店長の
梅津さん

すごくオシャレで
デートにぴったり

旬の野菜のリゾット♪

女性におすすめのデザート
会津産の野菜がたっぷり

人気のパスタ♪

材料〈４人分〉
・たけのこ……… １本
・高野豆腐 …… １丁
・しいたけ …… 適量
・にんじん……… ２本
※他にも具はお好みで

　・出汁 ……… 適量
　・酒 ………大さじ３
　・砂糖
        …大さじ２と１／２
　・醤油 ……大さじ１
　・塩 ………… 少々

ばぁばの優しい味付けがおいしい タケノコの煮物 煮物を再利用してもう一品 タケノコご飯
作り方
①鍋に水をいれ、出
汁、酒、砂糖、醤油、
塩を入れます。
②具材を食べやすい
大きさにきり、彩りの
ため色が濃くならな
いようにタケノコ、し
いたけ、にんじんの
順番で具材を入れ
て煮込みます。
③３０分ほど煮込み、
盛りつけたら完成
です。

材料〈４人分〉
・うるち米、もち米 ……２．５合
・たけのこ………… １／２本
・煮物で作った煮汁… 適量

作り方
①うるち米８：もち米２の割合でご飯を炊きます。
炊くときにおたま５杯分ほど煮物で作った煮
汁を入れます。濃い目の味が好きであればさら
に足しても良いでしょう。
②柔らかい食感を楽しむため、タケノコを斜め切
りにし細かくします。
③ボウルなどに移してタケノコをまんべんなく混
ぜれば出来上がり。

　まずはタケノコのアク抜きをします。大きめの鍋にたっぷりの
水とぬか１カップを入れます。皮付きのタケノコの先を切り落と
し、半分にした後皮に縦に切り目を入れます。鍋に入れてから
火にかけ３０分～１時間ほど煮込み、そのまま半日間置きま
す。触れられるくらいまで冷えたら流水でよく洗い、切り込みか
ら皮を剥がし、柔らかい部分だけを使用します。
※タケノコはとってから時間が経てば経つほど堅く、あくが強く
なるのですぐにアク抜きをしましょう。皮付きのまま茹でるの
は皮にもアクを抜く作用があるからです。

　暦の単位は日、旬（１０日）、月、年と続きますよね。上旬、下旬というように約
１０日を「旬」といいます。竹冠に旬で「たけのこ」と読むその由来は、筍はとて
も成長が早く、一旬（１０日）で竹に成長してしまうところから来ています。

筍という字の由来
　筍には多くの食物繊維が含まれています。便通をスムーズにし便秘
予防の効果がある他にも大腸がんの予防にも役立ちます。また、コレ
ステロールの吸収を抑え体外に排出してくれると言われています。　

筍の嬉しい効果

①先端を切り落とし
ます。

②さらに半分に切り
ます。

③アク抜き後、剥きや
すいように切れ目を
いれます。

④皮付きのまま米ぬか
をいれ、水の状態か
ら火にかけます。

⑤３０分～１時間煮ま
す。竹串が通るほど
柔らかくなればOK。

筍をつかった料理といえばタケノコご飯がおすすめです！

２時間飲み放題 料理６品＋デザート
（エビスビールとスパークリングワインを含む）

　　　　　　　…………… ￥４，０００
Loopオリジナルサラダ…………… ￥７５０
季節野菜のバーニャカウダ

　　　　　ディップソース……… ￥８７０
生パスタのカルボナーラ…………… ￥９００
牛ホホ肉の赤ワイン煮………… ￥１，５００
生ハムとサラダのピザ M………… ￥９５０
 （ピザは+￥１００でお持ち帰り出来ます。）
 ※（税別）表記です。
※価格は予告なく変更される場合がございます。

まんま～じゃへ出荷している生産者からのMessage
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食べた人たちが笑顔になるように愛情を込めて栽培します♪

弥七農園 木村 
 貴華子 さん

会津若松市神
指町

食育
ソムリエ

［きゅうり］

旬の食材を使って

①調味料をすべて鍋に入れて煮立ったら火からおろす。
②きゅうりを乱切りにして①の漬け汁に漬けます。
③1～2時間漬け込んで完成！

甘辛きゅうりの漬物
【材料】

【作り方】

新しく食育ソムリエになった渡
部さんが今回ご紹介するのは、
夏のさっぱりとした料理には欠
かせない『きゅうり』です。

　きゅうりは「シルフィー」という品種を７月中旬まで、その後「セレクト」という品種を１０月まで
出荷しています。シルフィーは皮が柔らかく、セレクトは皮が薄くえぐみが少ない品種です。きゅ
うりの他にもナス、トマトなどをまんま～じゃへ出荷しています。
　私自身、野菜や自然に囲まれているのが幸せなので、食べた人たちが笑顔になるようにきゅ
うりには愛情をたっぷり込めて栽培しています。毎朝病気にならないように健
康診断のように目を配り、元気なきゅうりを育てています。
　夏の定番野菜のきゅうりですが、実際に夏バテの解消に
も効果的です。特に、ぬか漬けにすると、ぬかのビタミンB1
がしみ込んでいるので、きゅうりのビタミンCと共に、疲労回
復に効果を発揮します。夏バテしないようさっぱりとしたサ
ラダや、漬物などいかがでしょうか。
　食は生命です。バランスよくいっぱい食べて、大地からの
エネルギーに溢れた野菜の栄養を感じて欲しいです。

　夏を代表する人
気の野菜『きゅうり』
浅漬やサラダにした
りと様々な料理に使
える便利な野菜で

す。ハウス栽培のおかげで冬以外
は店頭に並びますが、旬の野菜だ
けあって夏にぴったりの効用があ
ります。

　きゅうりはそのほとんどが水分ですが、香りと歯ごたえが良くカ
リウム、マグネシウムなどのミネラルを含んでいます。カリウムには
体内の余分な塩分を排出する効果があり、血圧を下げるのに役立
ちます。また利尿効果もあるので、むくみの解消や、のぼせの改善
にもなります。
　きゅうりにはアスコルビナーゼというビタミンCを破壊する酵素
が含まれますが、この酵素は酢を加えたり、５０℃以上で加熱する
と力を失うので酢の物にするのはとても合理的な食べ方ですね。
　食べる時は板ずりといって、洗ってから塩を振りまな板の上で転
がすとイボが取れ、色味も鮮やかになります。

渡部　美智子 さん
出身：磐梯町
好きな食べ物：きゅうり

・水分がほとんどの
野菜なので、あまり
冷えすぎると傷み
やすいので注意が
必要です。

水気をとり、ラップなどに包んで冷蔵庫の野菜室で保存しましょう。

保存方法選び方

・胡瓜………………………… 2～3本
・醤油………………………… 100cc
・砂糖……………………… 大さじ4
・酒………………………… 大さじ2
・酢………………………… 小さじ1
・輪切り赤唐辛子…… 大さじ1杯分

調査を終えて

まんま～じゃ
調査隊員募集中！

あなたも「食」と「農」について楽しく体験しながら学んでみま
せんか？隊員になりたい方全員のお名前、年齢、代表者の住
所、電話番号（自宅と携帯）、メールアドレスを明記の上、「ま
んま～じゃ調査隊員係」までご応募ください。調査の内容
が決まり次第、ＪＡあいづよりメールなどにより連絡致します。

一緒に
体験

しよう!!

まんま～じゃ
第26回

調査隊
レポート！

5月24日（土）、まんま〜
じゃ調査隊は大戸町の星
さんのご指導の下、たけの
こ掘り体験をしました。

たけのこを掘ってみよう！

たけのこは1日で約３０～５０㎝伸びま

す。美味しいたけのこの見分け方は、

頭の部分が少し茶色くひらいているも

のです！

採ったばかりのたけこので

バーベキュー♪採りたて

は、あく抜きをしなくても美味

しく食べることができました。

まず、たけのこの掘り方について星さんにご

指導頂き、その後にみんなで実際にたけの

こを掘ってみました♪大きく太いたけのこな

ので掘るのに一苦労でした！！

ご指導
いただいた
星さん♪

こんなに大きいのをとったよー♪

採りたてのたけのこっておいしいー♪

どこまで皮が
むけるんだろう…

他にも旬の野菜をいただきました♪

ホクホクー！！

よいしょ！

『Dining ＆ cafe bar
  Loop ダイニングカフェバー ループ』
［住所］〒965-0871
 福島県会津若松市東栄町4-12　1F-A
［電話番号］0242-93-5277  
［営業時間］
ランチタイム（平日のみ）  11:30～14:00
カフェタイム（平日のみ）  14:00～16:30
ダイニング／バータイム  17:30～27:00
［駐車場］なし　  ［定休日］不定休
　　　　・最大収容人数60名（個室完備）
　　　　・結婚式二次会OK

▼ビリヤード、
ダーツも楽しめます

・張りがあっ
てイボがチ
クチクして
痛いくらい
のものを選
びましょう。

U
R

L :  loop-
    aizu.com

　旬の季節になると地面から力強く顔を出す「筍」
柔らかく独特の甘みを感じる味わいは郷土料理に欠かせないものです♪
ご飯に煮物に様 な々料理で活躍する筍料理の
ポイントを学びましょう☆

たけのこ料理編
下準備

※具はお好みで
　（油あげ等）

もち米が入っているので水を
少なめに炊くと美味しいです

2014 Early Summer

体験!

　今回のたけのこ堀り&
バーベキューは青空の
下楽しく体験する事が
できました。
普段なかなか経験する
ことがないので、
みんな真剣に
取り組んで
いました。

掘りたてのたけのこでバーベキュー♪

ザ
ク
ザ
ク

たけのこ料理編

実際に

次は！


