
　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39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！
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まんま～じゃ 39vol.

2014 WinterＪＡあいづの「食」と「農」コミュニティ誌

20土
23 ・火 24水

食欲の秋！?
表紙のお弁当、おいしそうです。仕事に持って行きたい

です。少しダイエットしようかと思っていましたが、秋の

季節にはかないません。お腹がグ～となりそうです。　

　　　　　　　  （ずんだモンチッチさん・26歳・女性）

情報いっぱいです。
初めてお便りします。まんま～じゃの情報誌は野菜の知
らなかったことが載っているのでとても勉強になります。
店頭で販売している野菜も美味しいです。ＪＡまつりのチ
ラシに息子の写真が載っていて「ボクが写ってる～」と喜
んでいました。ＪＡまつり行きますよ～！

 （MAGICさん・34歳・女性）

定番メニューになりそうです♪
すいとんのけんちん汁早速作ってみました。昔、祖母がよ
く作っておやつ代わりに食べさせてくれたことを思い出
しました。子ども達にも大好評！我が家の定番メニュー
になりそうです。　　　　　　　（N.Sさん・48歳・女性）

家族にも好評です♪
毎回の料理つきのレシピがとても楽しみにしております。今
回のあべかわ団子をすぐ作ってみました。家族みんなにう
けました。ありがとうございました。 　　  （M.Oさん・女性）

いつも楽しみです。
福島市から娘の家を訪れるたびに「まんま～じゃ」に行
くのを楽しみにしています。季節の野菜や果物がところ
狭しと並んでいて目移りしてしまいます。先日はぶどうの
甘い香りにうっとり。いつの間にか買い物カゴの中が
いっぱいになっています。　　　（M.Sさん・57歳・女性）

見本

応募方法はこちらです

　一見菜の花のように思われますが、

同じアブラナ科のチンゲンサイの花で

す。チンゲンサイはミネラル豊富な緑

黄色野菜で、やわらかくて良い歯ざわ

りが残る野菜です。アクもなく煮崩れ

しないため、炒め物のほかに、スープや

煮込み料理と幅広く用いられます。

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 !!
長芋に含まれている「○○○○○○○」と
いうたんぱく質はインフルエンザウイルス
の活性を抑える効果があります。
　　　3S～食育ソムリエのオススメ～をみてね。

長芋に含まれている「○○○○○○○」と
いうたんぱく質はインフルエンザウイルス
の活性を抑える効果があります。
　　　3S～食育ソムリエのオススメ～をみてね。

Q1.

ヒント

気になったコーナーはなんですか？Q2.
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1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.38当選者 正解は「ヒビ」でした！ 

応募総数73通・正解者71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。

参考になりました！
里芋料理のレパートリーが少なく豚汁になりがちなので、

レシピを参考に里芋グラタンを作ってみました。ソースも里

芋で濃厚！でもホワイトソースよりずっとヘルシーですよ

ね(・∀・)２歳前の娘も好きみたいでいっぱい食べてくれま

した！　　　　　　　　　  （あやままさん・33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
長芋

Qutre Saizons
パティスリー クォーターセゾン

お餅料理編

ケータイ版
Man・ma～ja！
公式facebookも
よろしく!!!

※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♪

12月

12月

1 月

1 月

5月

▼季節が過ぎるのは早いものであっという間に年末です。師走と
も言うように何かと忙しい月ですが、年末の準備は進んでいます
でしょうか？買い忘れがないか是非まんま〜じゃにお立ち寄りく
ださい！来年も皆さんのお役にたてるよう努力して参りますので
何卒よろしくお願いいたします。 ▼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.40です！お楽しみに！

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。

今年もこの季節がやってきました！
チキンにフライドポテト、ケーキ・・・などなど子供の頃
から大好きだった食べ物が恋しくなる時期ですね♪
そんな季節にぴったりな「わくわくいっぱい☆クリスマ
ス弁当」。フライドチキンにフライドポテト、キッシュに
パエリアなどクリスマスに食べる料理をふんだんに詰
め込んだお弁当です！このお弁当で今年も楽しいクリ
スマスを過ごしましょう！！

コンセプト♪

喜多方市熊倉町雄国付近、県道３３７号沿いにある
喜多方市街が一望できるスポット。視界以上に広
がる一面の夜景はもちろんのこと、冬の澄み切った
夜空に星を眺めるのにもおすすめのポイントです。
暖かい格好で夜景と夜空を楽しんでみては？

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♪

メリークリスマス！＆ハッピーニューイ
ヤー！会津の冬は雪も町並みも美しく、古
い町並みから夜景まで寒さを忘れる
ほど綺麗な景色です。クリスマスの
夜には誰かと一緒に散歩に出かけたくな
る会津のスポットを巡ってみては？

今回ご紹介するのは、
恋人坂（喜多方市）
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直売所イベント情報

いちごフェア

23 ～火 30火12月 年末フェア

まんま～じゃ、旬彩館 初売り 

サクサク☆
フライドポテト

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

わくわくいっぱい☆クリスマス弁当

茨城県 JA北つくば

野菜たっぷり
パエリア

フライドチキン
ミックスサラダ

にんじんのソテー

休業日9:30～15:00まで

12月30日火 12月31日水～1月4日 1月5日月年末年始
の

営業につ
いて

通常営業通常営業

甘酒振る舞いなど楽しいイベント満載!!

18日
【吉本興業×あいづ食の陣×まんま～じゃ】

当日はぺんぎんナッツの
お笑いライブや、豪華賞品が
もらえる「大じゃんけん大会」も
開催します！

れんこん詰め放題

　ＪＡあいづは今年で第７回目の開催となるＪＡまつり２０１４を
開きました。10月25日午前９時からまんま～じゃ駐車場で行いま
した。今年はサブタイトルを、～きて、みて、知って、味わって！～と
してそれぞれのテーマに合ったブースを設置。実際にＪＡまできて
楽しみ、ステージでショーを見て、農業について知って、会津の食
を味わってほしいという思いから企画。様々なイベントが用意され
ました。

きて みて
知
って 味わ

   って

3,500人が来場♪

ザベリオ学園高校による

ストリートダンス♪ザベリオ学園高校による

ストリートダンス♪

りんごの皮むき

コンテスト
！

りんごの皮むき

コンテスト
！

マハロ ヌイ フラスタジオ

によるダンスショー♪
マハロ ヌイ フラスタジオ

によるダンスショー♪

お蕎麦も
美味しい♪

お蕎麦も
美味しい♪

JAならでは！

トラクターの展示
JAならでは！

トラクターの展示

絵画コンクール受賞者のみなさん
絵画コンクール受賞者のみなさん

会津工業吹奏楽部の

皆さんによる演奏会津工業吹奏楽部の

皆さんによる演奏
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熊倉小

69

天
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ファーマーズマーケット「きらいち」による

ＪＡ全農福島「愛情館」 会津地鶏＆米粉イベント

年末年始のフラワーアレンジメント、
鏡餅、年越しそば予約受付中！

数量限定ですのでご予約はお早めに

表紙のお弁当が出来るまで！

①お弁当のテーマが決まったら、どんなお弁当にするかみんなで話し合います。ホワイトボードを使って様 な々案を取りまとめお弁当の中身を決めます。

②話し合いがまとまったら早速お弁当製作…ではなく、まずは絵におこしてどんなレイアウトかを決めます。彩りも重要です。

③ゼミ室でお弁当づくり開始！みんなで役割分担しながら製作します♪
④完成☆

ほうれん草のキッシュ

休日には会
津の

誰かと散歩
したくなる

名所を巡って

見ましょう♪♪
♪

バルーンアートで

子供たちも大喜び
バルーンアートで

子供たちも大喜び

会津鶴ヶ城太鼓若駒会による演奏

会津鶴ヶ城太鼓若駒会による演奏

まんま～じゃ・旬菜館にてJAカードで
お支払い時に、お会計金額より

5％OFFとさせていただきます。

平成26年
12月24日より まんま～じゃ・旬菜館にて

JAカード　　　 がご利用いただけます!!クレジット
カード

5%OFF!!
商品券をプレゼント!! JAカード新規発行の方に、まんま～じゃ・旬菜館などで使

えるレインボー商品券（500円分）をプレゼントいたします。

ＪＡカードのお申し込みは、お近くの支店金融窓口へお問い合わせ下さい。

平成27年2月28日まで

❷

記念
キャンペーン
実施！

❶
平成27年1月30日まで

JAカードでお支払いすると、カードのポイントも貯まってお得です！
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すみれ花店

白木屋

東明幼稚園

佐野歯科医院

かみお歯科医院

荒川胃腸科
内科クリニック

みゆき歯科
クリニック

ドコモショップ

➡

➡
➡ ➡

今日はよろしくお願いします（*^◇^*）(^O^)お店の名前のQutre 
Saizonsってどういう意味ですか？
はい、お店の名前は「４つの季節」という意味です。春夏秋冬、季節ごと
に違う商品を提供しています。定番以外すべてを変えているので、その
たびにお店の雰囲気もガラッと変わります。
その季節の旬のケーキが味わえるんだね！(*́ ∀` *)今のおすすめの
ケーキは何ですか？ 
会津産の紅玉を使った「さつま芋と紅玉のタルト」が旬でおすすめで
す。他にもこれからの季節はイチゴが主力になりますので、定番の「い
ちごショート」も人気です。今現在はケーキが１２種類、焼き菓子などが
常時３０種類おいてありますが、将来的にはもっと増やして、出来れば
倍にしたいと思っています！
美味しそう！(̂ O )̂他のケーキもすごく手が込んでそうだね！
全ての商品にこだわりを持って作っています。たとえば、ムラングシャン

ティ・キャラメルはフランスの古典菓子なのですが、今現在見直されてき
ていて自分なりにリメイクしています。既成の材料は使わず手作りしま
すし、ジャムも果物の状態から作ります。
お店のコンセプトを教えて下さい(≧∇≦)
大人向けのパティスリーをコンセプトとして営業しています。一つ一つ他
所にはないものを目指して作っています。お客様の中には１日に２回買
いに来られた方もいて、そういう人がいるとやりがいを感じますね。来店
される方の３割は男性ですので、男性の方もお気軽にお越しください。
贈り物にも良いですよ！
スイーツ男子も満足するケーキがいっぱいなんだね！（* _̂̂ *）
「地方にこそ最高の洋菓子店」をテーマやっています。最先端のものを会
津から発信出来ればと思っています。全てが手作りのこだわりの洋菓子
をどうぞ味わってみてください！

Ｊ&Ａ

Ｊ&Ａ

Ｊ&Ａ

Ｊ&Ａ

Ｊ&Ａ

鈴木さん

鈴木さん

鈴木さん

鈴木さん

鈴木さん

再発見!!!
～おやさいの旅～♪

あいづ

彩!菜!!

　今回ご紹介するのは、2014年１月にオープンし、もうすぐ１周年
を迎える洋菓子専門店『クォーターセゾン』さん。季節に応じた会津
の食材が使われたケーキをはじめ、シェフこだわりの洋菓子が並び
ます。色とりどりのスイーツにあふれた店内でオーナーシェフの鈴
木吉典さんにお話をお伺いしました。

ご案内図

Ｊ&Ａ…ジュンくんとアンちゃん Anちゃん
Junくん

39vol.まんま～じゃ

ＪＡあいづの「食」と「農」コミュニティ誌 旬 の 野 菜 を た く さ ん 食 べ て 寒 さ に 負 け ず に 元 気 に 過 ご そ う ♪
第20回

Qutre Saizons
パティスリー

クォーターセゾン

店長の
鈴木さん

定番のいちごショートとシュー・ア・ラ・クレーム

フランスの古典菓子ムラング
シャンティ・キャラメル

▲北会津みのり果樹
園のブルーベリーを使
用したタルト。夏に販売
されました。

おすすめのショコラノワール。濃
厚で深みのある味わいと、なめ
らかな舌触りの大人のスイーツ。

季節によ
って並ぶ

ケーキが

ガラッと変
わります

。

白虎隊も食べた くるみ餅
材料〈４人分〉
・砂糖 大さじ1.5程度
・塩 ………ひとつまみ
・くるみ…………１００g
・水 ………… １５０cc 

さつま芋と紅玉のタルト……… ￥４３２
いちごショート……………… ￥４３２
ショコラノワール………………… ￥５１８
ムラングシャンティ・キャラメル… ￥３８８
　　　　　　　　　　　（税込み）表記です。

旬の食材を使って

①ほうれん草を茹でて水に
さらし、水気を絞ったらみ
じん切りにする。

②長芋をすりおろし、おこの
みで全てすりおろさずに
残りを荒く刻む。

③鍋にバターを入れて火に
かけ、ほうれん草、えのき

を炒める。
④バターが馴染んだらコン
ソメと牛乳を加え、熱が
通ったらすりおろした長
芋を加える。

⑤ご飯と水を加え、とろみが
ついたら塩コショウで味
を整え完成！

長芋リゾット

山芋の磯辺揚げ

【材料】 （４人前）

【作り方】

・長芋………… 20センチほど
・ほうれん草…………… ２個
・えのき………………… １個
・バター…………… 大さじ２
・コンソメ……………… ４個

①長芋の皮を向いて短冊切
りにする。

②切った長芋に海苔を巻く。
巻き終わりに水をつける
と綺麗につく。

③１８０℃の油で５分間揚
げ、最後に１分間強火でカ
ラッと揚げる。

④器に盛って塩をふり完成！

【材料】 （４人前）

【作り方】

・長芋…………… 20㎝ほど 
・海苔………………… 個数分

［住所］〒965-0042
会津若松市大町２丁目14 スズカンビル
［電話番号］0242-23-9667  
［営業時間］10：00～19：00
［駐車場］３台
［定休日］毎週水曜日、他不定休

▼焼き菓子も様々。箱詰めも
出来るので贈り物にも。

2014 Winter

お餅料理編

まんま～じゃへ出荷している生産者からのMessage

3SS
yok

uiku Somurie o

Su
su

m
e ～食育ソムリエのおススメ～

Somurie

Syokuiku oSusume

寒い冬こそ根菜を食べて乗り切ろう

山口　英代子
 さん

会津若松市北
会津町

食育
ソムリエ

［長芋］

　今が旬！今回食育ソムリエの山内
さんがご紹介するのはとろろでお
馴染みの『長芋』です。その意外な
健康への効能をお話します。

　北会津町で長芋をはじめ、
大根、長にんじん、ごぼうなど
根菜類を中心に「まんま～
じゃ」へ出荷しています。根菜
は体を温める作用があると言
われていますし、これらの作物
は煮込み料理やスープなど温
かい料理にもあうので寒い冬
を乗り越えるのにぴったりの食
材です。 
　長芋といえば正月三日の「三
日とろろ」この日にとろろを食べ
ると一年中風邪を引かないと言
われていますが、正月料理に疲
れた胃をいたわる効果がありま
す。うちでは三日とろろは卵に
かつお節、醤油を入れたものを
食べますね。長芋を漬け物にし
て食べるのも美味しいですよ。 
　農家の良いところはうらの畑
から新鮮な野菜を採ってきてす
ぐに食べられることです。まん
ま～じゃではその農家の特権と
も言える採れたての野菜が手
に入るのが魅力だと思います。
しっかり検査された安全安心
な採れたて野菜は最高ですよ！

新聞紙に包んで
風通しの良い冷
暗所に置きます。
カットした場合は切り口をラップでキチンと覆い冷蔵庫へ。すりおろした状態で冷凍保存するのも便利です。

保存方法

カットされたもの
であれば、切り口
が白くみずみず
しいものを選び
ましょう。丸のままのものであれば手に持った時にずっしりと重いものが良いです。

選び方

　とろろご飯や天ぷら、漬け物など
お手軽に様々な調理ができるのが魅力の長芋。
豊富な消化酵素が含まれていて、さらにヌメリ
成分でもある「ムチン」が粘膜修復作用やたん

ぱく質分解作用があるため胃腸が弱い人にはうってつけの食材です。 
　長芋の皮を剥いたりすると手が痒くなることがありますよね。これは
長芋に含まれるシュウ酸カルシウムが原因です。シュウ酸カルシウムの
結晶は針状になっていて、この結晶が皮膚の薄い毛穴などに入り込み刺
激することで痒みがおきます。このシュウ酸カルシウムは酸に弱いので、
手を酢水で濡らしてから調理すると痒みを抑えることができます。ま
た、皮を剥いた時に黒く変色するのも防げるので、酢水にさらしてアク抜
きをしたあとさっと水洗いするとヌメリが取れ、すりおろす時にも滑らず
にできます。 
　長芋を生で食べる料理が多いのは消化酵素である「ジアスターゼ」が
熱に弱いためです。すりおろしたとろろはご飯にかけるだけでなくとろろ
蕎麦やツナギとしてお好み焼きなどの生地に混ぜることもあります。ま
た、長芋は生薬としても利用され、滋養強壮、整腸作用などがあることか
ら漢方にも使われます。さらに、長芋に含まれている「ディオスコリン」と
いうたんぱく質はインフルエンザウイルスの活性を抑える効果がありま
す。正に健康食材といっても過言ではない、体をいたわる食材です。

　日本人なら誰もが食べたことのあるお餅。お正月料理は
もちろん、飾りにも使う年末年始には欠かせない存在で
す。数えきれないほどの食べ方があるお餅の中でも、会津
で食べられている幾つかについてお話します。

なぜお正月に

お餅を食べるのか…なぜお正月に

お餅を食べるのか…

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で連絡致します。

一緒に
体験

しよう!!

まんま～じゃ
第28回

調査隊
レポート！

11月22日（土）、まんま〜
じゃ調査隊は北会津町の
渡部さんの畑でにんじん
の収穫とミルクレープ作り
を行いました。

渡部さんは、長にんじんをはじめ、いろ

いろな根菜類を作っています。長にん

じんは普通のにんじんに比べ香りが

強いのが特徴です。

　今回のにんじんの収穫とミルク
レープ作りは楽しく体験する事が出
来ました。にんじんの収穫から、おい
しい食べ方（片栗粉をつけて揚げド
レッシングで食べるのが美味しいそ
うです！）まで教えて頂きました。

の収穫とミルクレープ作り
にんじんの

収穫をしよう♪

ミルクレープ
を作ろう♪

まずは、
にんじんの皮を
むきます。

にんじんを
すり下ろし
汁を搾ります。

生地を
焼きます!

生クリームを
はさんで…

長にんじんは
一度機械で
土を掘り起こし
収穫します。

普通の
にんじんも
収穫しました!

たくさん

採れたなあ！

デコレーション作業開始♪

ながーい!!
にんじん採れたよ♪

お世話に

なった

渡部さん

です♪

山内　久美子 さん
出身：神奈川県
好きな食べ物：長芋 

根菜類を中
心に出荷す
る山口さん。
旬の味わい
をお届けし
ます。

作り方
①くるみをすりこぎで
潰します。（好みで
形が残るようにする
のもOK）
②鍋に移し、水を加え
ます。
③好みの甘さになるま
で砂糖を加えます。
④鍋を火にかけ、色が
変わったら甘さを引
き立てるために塩を
少 入々れます。
⑤餅をいれて、出来た
くるみ餡と絡めたら
出来上がりです。

湊地区のもてなし料理 とうふ餅
材料〈４人分〉
・とうふ（木綿）…１パック
・砂糖 …………… 小１
・しょうゆ ………… 適量

作り方
①木綿豆腐の水を切
り、荒く潰します。※
（家庭によって形を
残すようにするなど
様々です）
②底が隠れる程度の
油を引いた鍋に火を
かけ、豆腐を入れる
前に少し冷ましま
す。
③豆腐を入れ、火が
通ったらだし、しょう
ゆを入れ味を付け
ます。
④餅をちぎって入れれ
ば完成です！

　お正月に食べる風習は平安時代にさかのぼります。元々餅は神様に捧げる神聖な食べ物で、ハレの日に食べる
ことによって神仏より祝福されるという風習が現在でも続いています。また、もちは長く伸びて切れないことから、
長寿を願う意味もあります。神様に供えたお餅を頂くことで１年間の無病息災を祈願してお正月にお餅を食べる
のです。

今回はそんなお正月に食べる会津のお餅を紹介します。

『Qutre Saizons
  パティスリークォーターセゾン』

・牛乳…………… ６カップ
・水……………… １カップ
・ご飯……………… ４杯分
・塩コショウ………… 少々

・サラダ油…………… 適量
・塩…………………… 適量

・だし …………… 小１
・サラダ油 ……… 適量

会津の雑煮  つゆ餅
材料〈４人分〉
・ごぼう ………… １/３
・しいたけ ……… ２個
・とり肉…………… ８０ｇ

作り方
①ごぼうをささがきに
し、とり肉は小さく切
り、しいたけは一口
大に切ります。
②鍋に油を入れ、とり
肉をサッと炒めます。
③他の材料も入れ、具
が隠れるくらいの水
を注いで火にかけ
ます。
④酒を入れ、ひと煮立
ち。具がやわらかく
なってきたらしょう
ゆを入れて味を調え
ます。
⑤つきたてのもちをち
ぎって入れて完成で
す。

・しょうゆ ………… 大１
・酒 ……………… 少々

Qutre Saizons

を使った

ぎゅー！
！

焼き上がり♪

出来たよ!!

材料を混ぜ合わせるときれいなオレンジの
生地の完成♪

材料を混ぜ合わせるときれいなオレンジの
生地の完成♪

楽しく出来ました♪

完成～♪

結構力がいります
が、丁寧に潰しま
す。油が染み出て
しっとりしてきます。


