
　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42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
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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！
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●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！

秋彼岸フェア

▲名字帯刀を許された郷頭という
身分で、立派なひげをたくわえた豪
傑だっそうです。東山温泉「瀧の湯」
にも訪れたと言われています。

　エンヤーという掛け声で会津の人にはとても馴染み深い
民謡　会津磐梯山。その歌詞の中に登場する小原庄助さ
んという人物。「何で身上潰した（破産した）朝寝 朝酒 朝湯
が大好きで  それで身上つぶした」と歌われていますが、モ
デルとなった人物が誰なのか、はっきりとした事はわかって
いません。江戸時代に材木で大儲けし豪遊した商人、会津
漆器の塗師で酒好きの久五郎など様々な説がありますが、
どれも決め手には欠けるようです。地元民謡界ではそもそ
も”おはら”は枕詞で名字の事ではなく、”庄助さん”は呑兵
衛の代名詞として歌われているという説もあるそうです。
　そんな数多く存在する小原庄助さんの一人のお墓が、会
津若松市の秀安寺にあります。本堂の裏にある小高い丘の
上、ひっそりと佇む自然石がその墓石です。保科正之ととも
に会津入りし、会津藩の一員として勇猛果敢に戦い、戊辰
戦争で戦死されてしまった人物もまた「小原庄助」さんで

す。民謡「会津磐梯山」とはず
いぶんかけ離れたイメージで
すが、この庄助さんが民謡で
歌われている小原庄助さんの
モデルとなっているかどうか、
今となっては確かめるすべはあ
りません。

コミュニティ誌を見たら…
これからカボチャのシーズンですね。バルサミコ風カボ

チャマリネ早速作ってみます。毎年沢山の野菜や果物を

美味しくいただいている簗田麻子さんてどんな方かしら

といつも思っていましたら此の度、写真入りで出ていて嬉

しかったです。いつまでも元気でおいしいものを提供し

てくださいね。　　　　　　　   （H.Hさん・80歳・女性）

リニューアルオープンおめでとう！
いつも楽しく拝見してます。又リニューアルオープンおめ
でとうございます。店内が広くなり、とても買いやすくな
りました。私は近所のお友達を車にのせて買物に行って
ます。地元の新鮮な果物や野菜、美味しくいただいてい
ます。　　　　　　　　　　　 （M.Hさん・72歳・女性）

見本

応募方法はこちらです

葉の脇に下向きにつけるこの白い花は

ピーマンの花！栄養満点で人気の緑黄

色野菜です。特にビタミンＣやカロチン

が多く含まれ、身体にとっても良いと言

われています。和洋中華、どんな料理に

も合うとっても便利な野菜なので、ぜひ

食べたいものです！

これ、何の花？

クイズにTry !!クイズにTry !!クイズにTry !!
ブドウの種や皮の部分に豊富に含まれて
いる「○○○○○○○」は、ガンや動脈硬
化の予防に効果があります。

ブドウの種や皮の部分に豊富に含まれて
いる「○○○○○○○」は、ガンや動脈硬
化の予防に効果があります。

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！

応募締切は10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.41当選者 正解は「カンボジア」でした！ 

応募総数85通・正解者82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。

笹巻き作りにハマりました。
孫が「笹巻き食べた—い！作ってぇ〜！」の一言で、早速

笹取りにいき、たくさん作ってご飯代わりに食べていま

す。作るのもハマり、プロ並みか…なんて^^一人でせっせ

と作っています。　　　  　  　　　　 （N.Mさん・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
ぶどう

One’s home ワンズホーム

家庭の味おふかし編

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。

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。

JAあいづ公式

メ
ー
ル
で
の
応
募
も

こ
ち
ら
か
ら
ど
う
ぞ
♪

直売所イベント情報

いつも楽しみにしています。
これ何の花？いつも楽しみにしています。初めて見る花
や名前は知っていても花までは…とか、見る度に発見
や感動をしています。 　　　　　　  （K.Aさん・女性）

初めてみました。
41号にして、初めて見させていただきました。すみません。
色々な情報が掲載されており、カラフルで読みやすいと思
います。これからも楽しい企画をよろしくお願いします。

（K.Mさん・43歳・男性）

まんま～ ゃ の！じ
ｊａ こう♪歩じゃあ

休日にはほっと一息、
会津の歴史にふれるスポットや
お散歩道を巡って見よう♪

稲穂が色づき、収穫の秋になり

ました。紅葉や行楽も楽し
みですね。
遠出も楽しいですが、ちょっと足

をのばして普段とちがった会津
の魅力をさがしてみてはいか
がでしょうか。会津は奥深い歴
史や町並みを持つ地です。普段

何気なく通っても気付きにくい会
津の歴史に触れるお散歩
コースを散策してみましょう♪

今回ご紹介するのは、

歴史探訪編

▲幕末の藩士「小原庄助」さんの
墓石。秀安寺の一角でひっそりと
眠っています。

日本の民謡…小原庄
助さん

食育ソムリエイベント･敬老の日特別企画

会津産のフルーツを使ったスイーツ販売
JA仙台たなばたけ

9月
9月

21 月

～26 まで土

9月 26土

▼今回もたくさんの貴重なご意見･ご感想をお寄せ頂き、ありがと
うございます。「ばぁばの知恵袋」は根強い人気！秋の気配が近づ
き、まんま〜じゃにはそろそろ沢山の秋野菜がたくさん並びます。
ぜひお立ち寄り、是非“きのこ”を使った料理にチャレンジしてみ
て下さい。 ▼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.43です！お楽しみに！

美味しそう。
私はいつもカットされているカボチャを買っています。と
ても助かっています…。昔ながらの「かりんとう」美味し
そうです。あまり甘いものはべたつくので素朴なかりん
とうをぜひ作ってみたいで〜す！ （Y.Aさん・40歳・女性）

新米まつり第１弾ひとめぼれ
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49

会津大学

ヨークベニマル

ニトリ

至喜多方

会
津
中
央
病
院

秀安寺

ポイント２倍

10月 3土
新米まつり第２弾コシヒカリポイント２倍

10月 3土･4日

10月 12月
新米まつり第３弾天のつぶポイント２倍

休日には民
謡を通して

思いをよせ

会津の歴史
に

触れてみて
は

いかがでし
ょうか♪♪♪

セブンイレブン
東山庵

会津武家屋敷
ふらいと

御宿 東鳳

庄助の宿
瀧の湯

325

品数たくさん！品数たくさん！

まんま～じゃ

周年祭8
×

他にもわたあめや、
昔懐かしいポン菓子など各種出店予定！

今回のテーマは「
食」！！

10/10土～12月

10/10土のみ
■まんま～じゃ８周年祭

■JAまつり2015

芋汁無料で
配布しています♪

芋汁無料で
配布しています♪

お蕎麦も

美味しい♪
お蕎麦も

美味しい♪

●芋汁無料配布
●提携ファーマーズマーケット試食
　対面販売
●おこわ、おもち無料配布
●JAあいづオリジナル商品
　米粉うどん、そば販売
●温野菜・野菜チップス販売

いらっしゃいませ！！いらっしゃいませ！！

コラボ
 開催！



店長の
寺島さん

▼

可
愛
ら
し
い
雑
貨
も
販
売

ＡＩｚＵ味噌チキン …………Ｓ￥９８０
もち明太子チーズピッツァ……Ｓ￥９００
自家製キーマカレー …………Ｓ￥８２０
夜ＣＡＦＥ １７：００～
・よりみちセット
 ドリンク＋前菜盛り合わせ ……￥９８０
・ワンズセット
 上記＋お好きなピッツァ……Ｓ￥１,７８０
　　　　　　　　　　　　  （税別）表記です。

今日はよろしくお願いします（*^◇^*）(^O^)落ち着いた雰囲気のお店だ
ねー！入り口も明るくて入りやすい！
どの年代でも気楽に来て頂けるよう「あなたに優しいカフェ」をテーマに
会津一接客の良いカフェを目指しています。お店の名前は故郷という意
味。「ただいま」「おかえり」と言い合えるような雰囲気づくりを心がけて
います。
料理もすごく美味しそう(*́ ∀` *) 
特におすすめしたいのは自家製キーマカレーや、もち明太チーズピッツァ
です。地元の味噌を使ったAIZU味噌チキンも人気です。なるべく地場産
の食材にこだわった料理を提供していますよ！
お店のこだわりはなんですか？ (̂ O )̂
スタッフも女性が多く、女性目線に重視した環境に配慮しています。お

店の入りやすさもそうですし、ファミリー向けにお子様向けの小さい椅子
や授乳室、おむつ替えベッドも用意しています。女性一人でお茶して頂く
のもいいですし、近所に散歩に来た人や学生さんなどにも多く利用いた
だいています。
みんなに優しいお店になっているんだね (*́ ｪ̀ *)
他にも17：00からは夜カフェのメニューになっています。日本酒グラスは
店長自らが買い付けたおすすめの日本酒が楽しめます。1ヶ月に1回程度
「酒カフェ」というイベントも実施していますよ。
また、２階席は１時間２千円でルーム貸出も行っています。プロジェク
ターもありますので、音楽イベントや結婚式の２次会などの利用に人気
です。色々な楽しみ方が出来るカフェになっています。みなさん、気軽に
声をかけるような感じでお店に来てくださいね！

Ｊ&Ａ

Ｊ&Ａ

寺島さん

寺島さん

Ｊ&Ａ

寺島さん

Ｊ&Ａ

寺島さん

再発見!!!
～おやさいの旅～♪

あいづ

彩!菜!!

　今回ご紹介するのは、５月に店舗移転し会津若松市中町にオープ
ンしたピザカフェ「ワンズホーム」さんです。会津の野菜がつまった
料理や、お店のコンセプトについてお聞きしました。

42vol.まんま～じゃ
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第23回
One’s home

ワンズホーム

旬の食材を使って

ぶどうゼリー

【材料】 （4人分）

【作り方】

・粉ゼラチン ……………………７ｇ

・赤ワイン ……………… ２００ｃｃ

・100％ぶどうジュース ……… ３００ｃｃ

・水 ……………………… １００ｃｃ

・グラニュー糖 ………………６５ｇ

・ぶどう ……………… １２～１６粒

［住所］〒965-0878
会津若松市大町1-2-55
提携駐車場 タイガーパーキング
［電話番号］0242-93-5668
［営業時間］火・土 11：00～21：00
　　　　  日　 11：00～17：00
［駐車場］有り
［定休日］月・第4日曜日
　　　　（祝日の場合営業）

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

手作業で心を込めて詰めています。
大竹　利幸 さ

ん

会津若松市北
会津町

食育
ソムリエ

［ぶどう］

　食育ソムリエの五十嵐さんがご紹
介するのは、一粒一粒があま～い
果実の「ブドウ」です！知られざる
効能や注目の研究結果などについ
てお話します。

　自家栽培、自家醸造の手作りワインをまん
ま～じゃへ出荷しています。ワインの名前はず
ばり北会津ワイン。マスカットベリーＡという
日本ワインに歴史の深い品種を使用していま
す。味の特徴は飲みくちが軽くフルーティな味
わいで、少し辛口。赤ワインは肉、白ワインは魚
と言われていますが、軽い飲みくちゆえに魚に
も合います。冷やして飲むのがおすすめです。
ブドウづくりのこだわりはその時の気候に
あった栽培方法です。水や木の管理に気を配
り、気に負荷がかからないよう丁寧な栽培を
心がけています。
　ブドウづくり、ワインづくりは１年に１度しか
出来ないので、毎年手間を掛けて年々美味し
いワインを届けられるよう品質向上に力を入
れています。
　全てのワインを手作業でこころを込めて詰
めています。赤、白飲み比べてみるのもいいで
すよ。ぜひ味わってみてください。

　房のままでも、
実を取って保存
する場合も袋に
いれ野菜庫に入
れます。粒で保存する場合は、実に傷を付けないよう丁寧にとります。どちらも実は食べる直前に洗うのが良いでしょう。

保存方法

　色が濃く、張り
があってブルー
ムと呼ばれる粉
がついたものが
良いでしょう。実がびっしりと隙間なく付いているものを選びましょう。枝が太く緑がかったものが新鮮さの証拠です。

選び方

ワイン専用に
育てられたブドウ

店頭に並ぶ
北会津ワイン 広大なブドウ畑

『One’s home
  　　　　  ワンズホーム』

　実りの秋のフルーツと言えばブドウ
を思い浮かべる人も多いのではないでしょ
うか。房から粒を一つもぎとり、果肉を口に
入れた時にあふれる果汁は甘みたっぷり。

美味しさの詰まった実がたくさん付いているブドウは、生のまま食べる
のはもちろんシャーベットやゼリーに、ジャムやジュース、ワインなど様々
な加工にも向いた食材です。 
　ブドウの栄養と言えば豊富に含まれているポリフェノール。ガンや動
脈硬化の予防に効果があるとされるこのポリフェノールは特にブドウの
種や皮の部分に多く含まれます。イタリアでは”良いワインは良い血をつ
くる”ということわざがあり、赤ワインが体に良いと言われる一番の理由
はブドウを丸ごと醸造するためポリフェノールが沢山入っているからで
す。さらにブドウには抗酸化作用があり、活性酸素による細胞の酸化を
防ぐ働きがあるため、美容にもとってもいいですよ。 
　また、ブドウは脳の栄養素でもあるブドウ糖、果糖を多く含むため、疲
労回復や集中力を高める効果が大きいと言えます。ブドウの色素成分で
あるアントシアニンには眼精疲労の回復にも注目されているので、これ
から受験を控える学生たちへのおやつにも良いかもしれませんね。 
　他にもブドウには食物アレルギーの発症を抑える効果やアルツハイ
マーを抑制する作用が期待できると研究が進められており、健康食材と
しても注目を集める食材です。

五十嵐　伸枝 さん
出身：会津若松市一箕町
好きな食べ物：ぶどう

①赤ワイン、ぶどうジュース、水、グラニュー糖を鍋に入れ、火
にかける。中火で沸騰させて、アルコール分を飛ばす。

②火を止め、①に粉ゼラチンを入れ、溶かしながらよく混ぜる。
③器にぶどうを均等に入れる
④粗熱を取った②を器に注ぐ。
⑤液が固まるまで冷蔵庫で固めたら完成！

2015 Summer

ご案内図

8月22日（土）、まんま〜
じゃ調査隊は「夏野菜」
についての調査と、密井
さんのご指導の下、ベジ
ブーケを作りました。

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!!

　秋の味覚といえばきのこご飯はその代表といえるほど馴染み深いものです。秋を丸ごと味わえるような風味
バツグンのきのこご飯に、今回は舞茸を使ってみました。香り豊かで歯ごたえよく、人参やごぼうといった野菜
と一緒に蒸した出来上がりは思わず見入ってしまうほ
ど。味覚、嗅覚、視覚を刺激する季節のきのこを使った
おふかしを作ってみましょう。

おふかしの歴史
　「おふかし」とは東北地方の
方言でいわゆる「おこわ」のこ
と。もち米を蒸して季節の旬の
野菜などの具材と混ぜたご飯
のことですね。舞茸や椎茸を
はじめ、きのこを入れることで
格段に風味が良くなりますの
で、秋の味を堪能するのに
ぴったりの料理です。
　おこわと一口に言ってもそ
の分類は様々です。赤飯に栗、
きのこはもちろん、山菜、鯛に
五目など、各地方や風土に合
わせて季節に合った楽しみ方
があります。おこわの語源はこ
わい（堅い、強い）飯から来て
います。近世、お米を炊く風習
が一般化するとともに昔のお
粥のようなやわらかいご飯にく
らべて、主にもち米を蒸したも
のを「おこわ」と呼ぶように
なったと言われています。
　以前はもち米が貴重品で
あったため、もち米を蒸すのは
お祭りや正月などの大切な節
目の時にご馳走として振る舞
われましたが、今では四季の
旬の食材を使い季節を味わえ
る家庭料理として親しまれる
ようになりました。

季節のきのこを使ったおふかし
秋 の 風 味 が 香 る

材料〈５人分〉
・もち米750ｇ ………１升
・鶏もも肉 ……… １００ｇ
・にんじん ………… 50ｇ
・干し舞茸 ………… 15ｇ
・ごぼう …………… 50ｇ
・季節の緑のもの（いんげん・青豆）
＜調味料＞
・ごま油 ……… 大さじ２
・めんつゆ …………100g
・砂糖　
・塩
・みりん ……………少々
・お酒 ………………少々

作り方
①一晩寝かしたもち米を、ざるに上げる。
②蒸し布を水で洗って、蒸し器に敷きいれて、ざるのもち米を入れ、芯が無くなるまで蒸す。
※菜箸を刺してみて、サクサクという音がしなくなるまで蒸す。

④ボールに水を溜めておく。
⑤蒸し上がったら、蒸しあがったもち米を布ごと蒸し器から取り出し、お尻の部分だけ
さっと、ボールに溜めておいた水に浸す。（打ち水：蒸し布にもち米が付きにくくなる。）
⑥ 大きめの器に、蒸し上がったもち米と、＜下準備＞で作っておいた具材と混ぜ合わせ、
めんつゆで味を整える。

　その間に、蒸かし布をさっと洗い、蒸かし器に敷く。
⑦混ぜ合わせた具材を蒸かし器の中にいれて再度蒸し、湯気が上がってきたら酒一合を
入れて、アルコール分が抜けるまで蒸かす。（再び湯気が上がるとアルコールが抜ける。）
⑧軽く混ぜ合わせ、器に盛り、彩りにいんげん・青豆をのせて完成。

①作る前日にもち米は研ぎ、水につけておく。
②干ししいたけも水につけてもどす。この時、
水に砂糖を入れると戻りがはやい。

① ごぼうを刻むとき、少し灰ぬきとして水に浸す。
　（この時に塩を水に入れると、灰汁が早く抜ける。）
② 人参もさっと湯がいておくと蒸したとき色が鮮やか
になる。
③ 深めの鍋に、ごま油をいれ鶏肉をかるく色が変わ
る位に炒める。

④砂糖・塩・みりん・めんつゆの順で味付けをする。
この時、味は濃い目に作っておく。

Ｊ&Ａ…ジュンくんとアンちゃん

AnちゃんJunくん

広々 とした２階は貸出も行っています。

▼

幼
児
用
の
椅
子
や
授
乳
室
、

　

お
む
つ
替
え
ベ
ッ
ド
も
あ
り
ま
す
。

暖かく迎え入れるような店内

地元の味噌を使用したAIZU味噌チキン

神
明
通
り

会津若松市役所

セブンイレブン

リオンドール

TSUTAYA

郵便局

ホテル
ニューパレス

老人ホーム
多生苑
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葵高校

ま だ ま だ 続 く 残 暑 の カ ラ ダ に 夏 野 菜 で ミ ネ ラ ル 補 給！

お子様が食べる際は、
赤ワインを使用せず、

ぶどうジュース500ccで
作ってみてください

再度蒸し、湯気が上がってきた
タイミングでお酒を入れます。

下準備の具材と混ぜあわせます。

前日作業

下 準 備

にぎるのも良いですよ♪

下準備の具材は
味を濃い目に

作るのがポイント。

家庭の味おふかし編を作ってみよう！

調査を終えて
　今回の夏野菜調査とベジブーケ作

りは楽しく体験することができ、隊

員の皆はとても真剣に取り組んでい

ました。完成したベジブーケは食卓に

飾ってもいいかもしれませんね！

まんま～じゃにて夏野菜の見学を

しながら、野菜について学びまし

た。夏に不足しがちな栄養素を簡

補給できるのが夏野菜です！

ベジブーケを

作ってみよう♪

まんま～じゃ
第30回

調査隊
レポート！ 夏野菜は身体を

クールダウンして
くれるんだって！

好きな野菜を選びます。 まずは、
野菜からさしていきます。

花を足して
華やかさアップ！

大きめの野菜は

角に入れて

すき間が

出ないように

大きめの野菜は

角に入れて

すき間が

出ないように

僕、これー！

上手に
野菜を
させるかな？

お世話に

なった

密井さん

です♪

夏野菜を
調査しよう♪

た
か
〜
い

完成～♪出来たー♪


