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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！

CHU

CUTE!!

HAPPY

WOW!!

HELLO

初めてみました。

「おふかし」おいしそう！！涼しくなるとおふかし

がおいしくなりますよね。栗ができたら栗ごはん

を作ってみようとスーパーの野菜売り場をチェッ

クしてます！　　　（清少納言さん・62歳・女性）

会津武家屋敷
ふらいと

御宿 東鳳
325

天寧寺

セブンイレブン

118252

日新小

城北小

田事

七日町駅
磐越
西線

葵高校

ホテル
ニューパレス

阿弥陀寺

▲

阿弥陀寺、御三階の前に眠
る斎藤一の墓。阿弥陀寺には
戊辰戦争で亡くなった戦死者も
埋葬されています。

▲

旧滝沢本陣、白虎隊に出陣を命じた場所として有名ですが、斎藤率いる新選組
や戦線復帰した土方もここから出陣したと言われています。

表紙の写真に目を引かれました。
まんま〜じゃ調査隊レポート！のベジブーケ作

り、とても楽しそう！夏野菜は色鮮やかなもの

も多いですし、食べるだけではないこういった

アイディアも素敵。テーブルの真ん中に飾った

ら、家の食卓が一気にカフェチックに。うーん、

センスが試されそう（笑）

　 （めごめごさん・27歳・女性）

見本

応募方法はこちらです

これは柚子の花です。柚子はビタミンＣ

が多く含まれており、皮や果肉に含まれ

るビタミンＣの含有量は、柑橘類の中で

もトップクラスです。これからの寒い時

期、柚子をお風呂に入れると風邪をひき

にくくなり、皮膚も強くなるらしいです。

ぜひ試してみて下さい！

これ、何の花？

クイズにTry !!クイズにTry !!クイズにTry !!
カブの根の部分には炭水化物の消化を助
ける「○○○○○○」が含まれています。食
べ過ぎなど胃にやさしい働きがあります。

カブの根の部分には炭水化物の消化を助
ける「○○○○○○」が含まれています。食
べ過ぎなど胃にやさしい働きがあります。

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.42当選者 正解は「ポリフェノール」でした！ 

応募総数92通・正解者90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。

楽しみは“食育ソムリエ”。
毎回楽しみに読ませて頂いています。やはり

楽しみは食育ソムリエのおすすめです。特別

に高価な商品また手に入りにくい商品ではな

く、ごく身近にある商品について説明があり

楽しみです。　　　    （H.Eさん・65歳・男性）

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
カブ

中華飯店 大川〈だいせん〉

会津のおせち料理編

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。

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

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♪

歴史探訪編

今回ご紹介するのは、

幕末の固い絆
…新撰組

▼急に冷え込みが厳しくなり、早いもので、もう1年が
終わろうとしています。今年もたくさんのご意見･ご感
想ありがとうございました！まんま〜じゃでは来年も
皆さんのお役に立てるように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.44です！お楽しみに！

ノートにしてみました。
まんま〜じゃコミュニティ誌、毎回楽しく拝見しております。誌面の明るい構成気に入ってます。食べてみたいとおもう料理が毎度あるので誌面を切り取りしてノートにのりづけして楽しんでます。今後ともよろしくお願い致します。

（R.Sさん・女性）

休日には幕末
の会津に

思いをよせ、歴
史に触れて

みてはいかが

でしょうか♪♪
♪

19土

23

・

水

20日12月

12月 会津のおそば試食販売
内池醸造 みそ対面販売

26土12月 お魚市

JA北つくば

休業日9:30～15:00

12月30日水 12月31日木～1月4月 1月5日火
年末年始の営業につ

いて

通常営業

れんこん詰め放題･干し芋販売
「きらいち」対面販売

1 月 5火初売り 
1 月 7木七草粥配布
1 月 23土米粉のすいとん汁配布

会津若松市農政課コラボイベント

磐梯山も雪化粧をして、すっ
かり冬になりました。雪かきは

大変ですが雪のある会津の
景色もいいですよね。
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♪　幕末の京都で会津藩御預として誕

生した新選組。戊辰戦争に参戦する
も、無念の敗北を繰り返し会津戦争
へと移っていきます。 
　会津では負傷した土方歳三に代わ
り、斎藤一が隊長を務めることとなり
ますが、猪苗代町の母成峠において、
会津藩士や新選組隊士を含む800名
と西軍3000名とが交戦します。 
　土方歳三は援軍を求めて、単身仙
台へ向かう中、会津に留まることを決
意した斎藤一ら一部の隊士は会津若
松市にある如来堂に立てこもり新政
府軍と激しい戦いを繰り広げます。
しかし、このときの戦いでほぼ全員が
討ち死にしたと言われています。 
　翌年、土方歳三は函館での戦いで
銃弾に当たり戦死し、食料や水も尽き
てきたため、新選組は降伏しました。
旧幕府軍は箱館の五稜郭において終
焉を迎えます。
　会津には幕末に戦った志士たちの
お墓が数多くあります。新撰組の近

藤勇や斎藤
一もここ会
津の地で静
かに眠って
います。

▲

天寧寺の裏、
山の中腹ほど
のところにある
近藤勇の墓。
会津若松市を
見下ろすように
ひっそりと眠っ
ています。

64

リオンドール

ローソン 飯盛山

フロレスタ

会津若松
警察署

会津学鳳高校

旧滝沢本陣

会津の歴史に触れよう。
定年になってから“健康のため”と歩いていま

す。色々なところを歩くと今まで気づかなかっ

たことがたくさんあります。自分の住む若松市

をいっぱい歩いてみようと思っています。歴史

探訪編参考になります。 （T.Iさん・63歳・男性）

まんま～じゃ最高！！
旬の品々を安心して料理でき、知恵袋コー

ナーをためせて最高のまんま〜じゃです。知

人は朝３時の収穫で納めている方がいます。 

（T.Eさん・68歳・女性）

感謝。
いつも素敵な花が安値で野菜など楽しみに
買いに行ってます。いつもありがたいです。

（S.Oさん・67歳・男性）

２
まんま～じゃ軽食カフェ（仮）

月オープン予定！！

お待ちしています♪



おすすめの
天下一餃子
を是非！

▼店内の様子

▼

パリパリもちもちの
　食感がやみつき！

会津食の陣実行委員会提供
　自家製のいも床、いも床の漬物をはじめ、様々な
ものをまんま～じゃへ出荷しています。いも床はもう
20年以上作っています。匂いがせず、短時間で漬け
ることができるのがいも床の特徴ですが、漬物以外
にも野菜炒めや唐揚げの下味にもぴったりの食材な
んです。味にコクが出て、素材本来の味といも床の
素朴な甘みがでて一味違った味わいが楽しめます。
　いも床を使った味付けのポイントは、ぬか床のよ
うに漬けこまず必要な分だけ水で溶いて使うのがお
すすめです。入れすぎの防止にもなり、塩分も控えめ
にできるので血圧の高い方にもおすすめですよ！

今日はよろしくお願いします（*^◇^*）(^O^)すっごく大きい餃子だね！天
下一ジャンボ餃子の名前通り！
当店の餃子は中身はもちろん、皮まですべて手作りです。もちろん食材
は会津産を使用し、心をこめて作っています。普通の餃子は約２５ｇくら
いですが、この餃子は約５０ｇあります。
もちもちしてるのに、焼き目がパリッとして美味しい(*́ ∀` *)餃子のこだ
わりを教えてください！ 
きちんと配合した具材の調和が美味しさの秘密です。他のお店の餃子
に絶対に負けない自信を持って作っています。料理の味は日進月歩で
す。時代に合わせて微妙に味を変えているのがこだわりです。
その他のおすすめ料理はなんですか？ (̂ O )̂

すべてのメニューがおすすめですが、当店オリジナルのホルモンは絶品
です。柔らかみが特徴で、ご飯に、お酒に、ラーメンに相性抜群です。
山菜がたくさん入った白虎ラーメンは企業秘密の１９種類の隠し味が人
気です。ぜひ何が隠し味に使われているのか当てて見てください。特製
ラーメンはやわらかなチャーシューと豚ガラ、鳥ガラベースのスープの
ラーメンです。是非一度は食べて見てください。
餃子もラーメンも全てにこだわりがあるんだね(*́ ｪ̀ *)
平日にはランチもやっていますし、各種宴会などのご予約も受け付けてい
ます。また、毎月最終土曜日は「餃子デー」で５０円引きのサービスをして
います。餃子はお持ち帰りもできますし、作り方のレシピも同封していま
す。自慢の天下一ジャンボ餃子をおみやげにもぜひ！いかがでしょうか。

Ｊ&Ａ

Ｊ&Ａ

Ｊ&Ａ

大川さん

大川さん

Ｊ&Ａ

大川さん

大川さん

再発見!!!
～おやさいの旅～♪

あいづ

彩!菜!!

　今回ご紹介するのは、創業48年！会津若松市大町2丁目にある老舗
「大川」さんです。会津の野菜がつまった料理や、名物のジャンボ餃子
についてお聞きしました。
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第24回

大川
だいせん

旬の食材を使って

いも床のからあげ

【材料】 （4人分）

【作り方】

・鶏肉 …………………… 300ｇ

・いも床

……スプーン一杯程度（お好みで）

・片栗粉 …………………… 少々

・水 ………………………… 適量

［住所］〒965-0042
会津若松市大町2-13-23
［電話番号］0242-22-9672
［営業時間］11：00～14：30
　　　　16：30～20：00
［駐車場］12台
［定休日］水曜日

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

いも床は何にでも使える万能調味料です。加藤　義政 さ
ん

会津若松市北
会津町

食育
ソムリエ

［カブ］

　食育ソムリエの渡部さんがご紹介す
るのは、冬の具材の代表格「カブ」で
す！知られざる効能や栄養などについ
てお話します。

　いも床は他の漬物の作り方とは違い、浅漬
けの素のように、野菜と混ぜ合わせて使いま
す。ただの塩で漬けた物より、柔らかい味にな
ります。冷蔵庫でかき混ぜなくても、1年くら
いは日持ちする漬け床なので、ジャガイモが
安かったり余った時に作っておくと便利です。

　水分が逃
げやすいの
で、買った
らすぐに葉
と根を切り分けましょう。それぞれ保存袋などに入れて野菜室で保存し、早めに使い切りましょう。

保存方法

　葉先まで
みずみずし
く緑が鮮や
かなものが
良いでしょ

う。根の部分は白さ
がはっきりとしたツ
ヤのあるものが美
味しさの証です。

選び方

店頭に並ぶいも床♪

　あったか～いスープや正月料理
の「なます」まで幅広い料理につ
かわれ、料理自体を引き立てる
「カブ」は火の通りが早いので簡
単で使いやすい食材です。七草の
ひとつ「スズナ」とはカブの事。白
い根の部分だけでなく、葉の部分

も栄養が豊富で丸ごと食べるのがおすすめです。
　根の部分にはデンプン消化酵素であるジアスターゼなどを含
んでおり、炭水化物の消化を助けたり食べ過ぎや胸やけなど胃に
やさしい働きがあります。ですが、この酵素は熱に弱いため、生
で食べると効果が高いでしょう。
　葉の部分は根よりも栄養が豊富です。ビタミンＣやカルシウム
のほか、ビタミンＫなどを含んでいます。ビタミンＫはカルシウム
を骨に定着させ、流出するのを防ぐ働きがあります。カブの豊富
なカルシウムを逃さず吸収することができるので骨粗しょう症
予防など、女性にもうれしい食材ですね。
　旬のカブは灰汁が少なく食べやすいです。カブを食べて厳しい
会津の冬を乗り切りましょう。

渡部　美智子 さん
出身：磐梯町
好きな食べ物：カブ、いも床 ①器にいも床を入れ、少量の水で溶いておく。

②鶏肉を入れ軽くもみ、冷蔵庫などで２時間程おく。
③少量の片栗粉を入れて混ぜる。
④キツネ色になるまで揚げると美味しい唐揚げの完成！

2015 Winter

ご案内図

11月7日（土）、まんま〜じゃ調査
隊は、餅つき体験を行いました。
今、杵と臼で餅つきをする家庭
は少なくなり、大変貴重な体験
をすることができました。

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!!

会津の郷土料理
　会津ならではというとまず
思い浮かぶのは「こづゆ」で
はないでしょうか。他にも
「棒たら煮」や「鯉の旨煮」な
ど海がない会津ならではの
乾物や川魚料理が多いです
よね。「ざくざく」と「こづゆ」
のように同じ会津でも各家
庭で作り方や具材が違って
いたり、そもそも呼び方が逆
の場合などもあります。会津
の雑煮として知られる「つゆ
モチ」と「汁モチ」も作り方
や呼び方が家庭によって変
わります。郷土料理のおもし
ろいところですね。
　お正月にだすおせちは各
家庭によって違ってくるも
の。「銀タラの煮つけ」や「豆
数の子」、「イカ人参」や「ぜん
まいの煮物」などが会津で
は多いのではないでしょう
か。福島の郷土料理で知ら
れるイカ人参も地域ならで
はの違いがあり、昆布を入
れるのは会津だけなんだそ
うです。今回はイカ人参の手
間を減らす“ばあばのひと工
夫”をご紹介します。

ば ぁ ば の 一 工 夫

Ｊ&Ａ…ジュンくんとアンちゃん

AnちゃんJunくん

お店にきたら一度は食べたいチャーシューメン やわらかい食感のホルモンラーメン

ピリ辛の担々 麺 隠し味は何かな？白虎ラーメン

冬 野 菜 か ら 栄 養 を！！寒 い 冬 を 元 気 に 乗 り 切 ろ う！

会津のおせち料理編

調査を終えて
　今 回のまんま〜
じゃ調査隊も楽しく
体験することができ
ました。重労働な餅
つきの後のお餅も、
大変美味しかったよ
うで皆さん満足して
いました！！

まんま～じゃ
第31回

調査隊
レポート！

餅つき
スタート!!

外人さんも
初挑戦！！

お
な
か

い
っ
ぱ
い
!!

ペ
ッ
タ
ン

とーっても

美味しかった♪

『中華飯店 大川』
だいせん

天下一ジャンボ餃子（１人前５個）
※お持ち帰りもできます………￥４００
特製ラーメン ………………… ￥５７０
白虎ラーメン ………………… ￥９００
ホルモンラーメン …………… ￥７７０
担々麺………………………… ￥７２０
　　　　　 　　  　　　（税込み）表記です。

ワシントン
ホテル様

カワチ様

東横IN様

若松
一中118

若松一高

➡
➡

会津若松駅

富士の湯様

ピボット様

中華飯店
大川 ブライダルユニオン様

【いも床の利点】
①臭くない
②漬ける時間が短い
③材料が簡単に手に入る
④かき混ぜなくてイイ
⑤万能調味料として使える

【作り方】
①ジャガイモは柔らかくゆでておく
②ジャガイモを熱いうちに潰す
③熱いうちに砂糖、塩の順に加えよく混ぜる

【作る時のポイント】
①ジャガイモの分量と、砂糖と塩を合わせた
分量を｢1対1｣にする

②1～2週間程度で食べきるなら砂糖･塩の
量をもっと減らしても良い

③清潔な密閉容器に入れ、冷蔵庫で保存す
れば約1年は日持ちする

④作ってから3日～1週間置くとより味がな
じんでくる

【材料】
ゆでたジャガイモ
…約2個 250g
砂糖……150g
塩　……100g

いも床の作り方

Let’s Cooking

　毎年恒例のお正月料理。会津ならではの昔ながらの年
越しや、おせちの食べ方を紹介します。今まで作ったこと
のない人も、毎年作っているベテラン主婦も、我が家との
違いを見てみましょう。

いかにんじん
材料〈２人分〉
・にんじん ……………………１本

・スルメイカ……………………１枚
・昆布 …… スルメイカと同量程度

・醤油 …… 大さじ２
・酒 ……… 大さじ１
・だしの素 ……少々
・砂糖 …………少々

作り方
①にんじんの皮をむき、薄く千切りにする。
②スルメイカの胴部分をハサミで細かく切る。
　あぶっておくと柔らかくなるので切りやすい。
③鍋に醤油、酒、だし、砂糖を入れ煮立つまで火にかける。
④ボールにスルメ、昆布、にんじんを入れる。
⑤熱いうちに３を４のボールに入
れる。蒸らすように上からかけ
る。←ポイント！
⑥半日ほどおいて上下に混ぜれ
ば完成！
※熱いうちにかけることでにんじ
んが柔らかくなり、材料に味が
しみ込みやすくなります。

（　　 　　　）元々は長にんじんを使っていた
ので、これを機会にぜひ！

熱いうちに
入れるのが
ポイント♪

海がない会津ならではの
川魚料理のひとつ

青豆と数の子を和えたもの お正月の３日目に、長寿や
健康を祈願して食べる。

身欠きニシンと山椒の葉を
合わせて漬けたもの

ご存じ会津を代表する
郷土料理

ニシンの山椒漬 こづゆ三日とろろ豆数の子鯉のうま煮

おせち料理の種類も他に沢山あります！

体験!

会津餅を食べてみよう♪

まんま～じゃにて餅つき体験をしました。杵と臼を

使っての餅つきは凄く力が必要で、皆さん精一杯

頑張っていました。

まずは、もち米の準備をします。

餅つき体験をしよう♪

完成～♪

もち米をつぶすように
杵でこねます。

餅をひっくり返しながら
杵でつきます。

みんなでつぶします。

やればやるほど

粘りが出てきて

段々重くなります

やればやるほど

粘りが出てきて

段々重くなります

おもーい！

約20分程

蒸します

あんこ餅 くるみ餅

とうふ餅 つゆ餅


