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まんま～じゃ

ＪＡ会津よつばの「食」と「農」コミュニティ誌

●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 ●営業時間／日曜日以外 8:30～13:00

●定休日／日曜日

✆（0242）33-7622

朝早くから営業しています！ ●営業時間／11：00～16：00
　　　　  （ランチは14：00ラストオーダー）
●定休日／毎月第１水曜日

✆（0242）24-5522

2018 Winter

vol.53小澤蝋燭店

今回ご紹介するのは、

▲今では蝋燭代わりのさまざま
な商品も販売しています

▲炎の大きさが
　大きい和蝋燭（右）

▲天然素材で作る会津
絵ろうそく

▲不規則にゆらぐろうそ
くの炎は、心に安らぎを
与えます。

▼最近では、水に浮く丸
いキャンドルも販売し
ています。

▲四季折々の花が描かれます

▲職人の小澤さん

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。

メ
ー
ル
で
の
応
募
も

こ
ち
ら
か
ら
ど
う
ぞ
♪

JA会津よつば公式フェイスブック

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
キャベツ

農家レストラン結

冬の保存食編

ラナンキュラス

今の季節は、咲く花が少ない印象ですが、冬の寒さにも負
けず美しく咲く花もたくさんあります。ぜひまんま～じゃ入口付
近の花コーナーにもお立ち寄りください♪

魅力的、晴れやかな魅力
1～5月

花言葉

時 期

丸みのある可愛い花で、花色によっ
ても違う花言葉を持っています。

ストック

永遠の美
11～5月

花言葉

時 期

花持ちとよい香りが長く続くことが、
この花言葉の由来です。

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♪

▼春はまだ遠いようで、まだまだ厳しい寒さが続きます
ね。体調を崩さないように旬の野菜を食べて元気に過ごし
ましょう♪ ▼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.54です！お楽しみに！

●ランチセット
   ［ 野菜食べ放題･メイン･スープ･ライス ］ ………………… ￥780
●手作りケーキ・マフィン各種…… ￥300（ドリンク付き￥500）
●えごまシフォンケーキ…… 単品￥300（ドリンク付き￥500）

あぐりかふぇC's人気のスイーツの１つ、えごまのシフォンケー
キ！！えごまと会津産米粉を入れて、たっぷりの卵を使って作
りました！シフォンのふんわりとした食感がたまりません！
ぜひ、お召し上がりください！

あぐりかふぇC’s
情　報

〒965-0877
福島県会津若松市西栄町6-27
営業時間／8：30～19：00

（体験教室／9：00～16：00）
TEL／0242-27-0652

見本

①クイズの答え②気になったコーナー③ご意
見・ご感想④氏名（匿名希望の場合はペン
ネームも）⑤年齢⑥郵便番号・住所⑦電話番
号を明記の上、以下のいずれかでご応募ください。

※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会津よつば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。

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。

お買い物ついでに郵送代をかけずに応募できます！

応募方法はこちらですクイズにTry !!クイズにTry !!クイズにTry !!
冬キャベツに含まれている栄養素は、
ビタミンＣ、ビタミンＫ、ビタミンＵと
あともう１つは何でしょうか？
　　　3S～食育ソムリエのオススメ～をみてね。

冬キャベツに含まれている栄養素は、
ビタミンＣ、ビタミンＫ、ビタミンＵと
あともう１つは何でしょうか？
　　　3S～食育ソムリエのオススメ～をみてね。

Q.

ヒント

応募締切は3月31日【当日消印有効】です♪

vol.52当選者  正解は「キャベツ」でした！ 

郵送の場合：
　〒965-0025 会津若松市扇町35番地１
　JA会津よつば　あいづ地区本部
　　　　　　　　　　　クイズにTry！ 係
メールの場合：info@aizuyotuba.jp

応募総数95通・正解者94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。

JA直売所やJAガソリンスタンドで使えます│

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！

えごまシフォン
ＭＥＮＵ

8日

0の
付く日

毎月「０」の付く日は、
納豆【全品２０％引き】

納豆の日

毎月「８日」は、
お米のすくい取り

お米のポイント２倍実施！

12日

29日

小沢豆腐店の豆腐が値引き販売
毎月「１２日」は、豆腐の日

※なくなり次第終了になります

立春を過ぎてもなお厳しい寒さが続いていますが、冬の会津の町並みや景色も素敵ですよね。
普段何気なく通っても、ゆっくり見て歩くことがなかなかない方も多いのではないでしょうか。

改めて会津の伝統に触れ、会津の魅力を再確認してみませんか。

　会津若松市の中心部に位置し、会津藩で治められていた時代、鶴ヶ城の
一部だった西栄町。近くには野口英世青春通りや英世が洗礼を受けた「若
松栄町教会」などがあります。今回は、そんな街中にある会津の伝統工芸
の１つでもある会津絵ろうそくを取り扱うお店「小澤蝋燭店」を紹介しま
す。毎年２月上旬に行われる絵ろうそくまつりには、多くの方が訪れます。
　小澤蝋燭店では、明治初期の店構えをそのままに、約500年もの歴史あ
る絵ろうそくを伝統にこだわり続けながら、一本一本丁寧に作り、販売して
います。当初、絵ろうそくは、奉納や高級な贈答品として上流社会で愛され
ていましたが、冬の間、花のない会津では仏壇に供える花の代わりに絵ろ
うそくを飾るようになりました。今では、仏壇のお供えだけでなく、お祝い

の席にも使われます。
　まだ、会津絵ろうそくに親しみがない方
も、ぜひ一度手にとって、目と肌で触れて
みてください。また店内では絵付け体験
も行っていますので、お気軽に立ち寄って
みてください。

天気のよい
休日にはご

家族で

会津の街並
みを散歩し

て

みてはいか
が

でしょうか♪
♪♪

勉強になっています。

会津若松市内外色々のお店の紹介があり楽しく拝

見させていただき、色々と地場が分かり助かって

います。会津に来て１年を経過。今は母と生活し

色々の面で勉強になっています。

（Ｋ．Ｒさん・40代・女性）

いつも助かっています！
會ベーグルの店舗には行ったことがありませ

んが、まんま～じゃで購入し何度かいただいて

います！店舗に行きにくいお店の商品や、県外

のお友達に会津のものを送りたいとき、様々取

り揃えていただいているので、助かります！こ

れからも新商品お願いします。

（ととろさん・40代・女性）

会津の工芸品編

お米の日

毎月「29日」は、
鶏肉・豚肉【２０％引き】
※牛肉・加工品・地鶏・麓山高原豚は除く

肉の日

来年また行きますね♪
会津木綿可愛いですよね。もめん絲覗きに行きた

いです。ＪＡまつりお邪魔しました。でも午後から

いったので、楽しめないイベントも多く残念・・・。来

年はもっと早くから行きますね！

 （めごよしさん・20代・女性）

可愛いのが沢山ありますよね！！
以前、原発事故で避難してきた方が、ご自宅に戻る

という際に、もめん絲さんの手作りの品をプレゼン

トしたのを思い出しました。素朴であたたかくて、良

い作品が沢山ありますよね！また寄ってみようと思

いました。  　　　　　   （くまこさん・40代・女性）

レッツ チャレンジ！
万能煮込み汁ぜひ使ってみたいレシピです！

2017→2018にかけてチャレンジします。

（しなもさん・30代・女性）

娘にも…
カラフルで見やすいので、とても良いと思いま

す。今回は表紙のクリスマス料理を参考にさせ

ていただきました。食育ソムリエのおススメは

参考になるコーナーです。娘にも必ず教えるこ

とにしてます。  　　  （Ｓ．Ｊさん・70代・女性）

葵高校

会津若松市役所

栄町オサダ

セブンイレブン

中町フジグランドホテル

ホテルニューパレス

リオンドール

TSUTAYA

若松第一幼稚園
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小澤蝋燭店
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Syokuiku oSusume

食育
ソムリエ

今日はよろしくお願いします（*̂ ◇̂ *）(̂ O )̂お店の由来を教えてください！
「結」とは、互いに労力を出し合い助け合う共同の意味があります。集落住
民で構成された「農事組合法人 結乃村農楽団」は、農業の高齢化問題
を組織として守っていくことを目的として設立されました。その中の１つの
事業として始めたため、「農家レストラン結」と名付けられました。個人個人
の強みを活かしながら、皆で協力して運営しています。
おすすめメニューを教えて下さい(̂ O )̂
結乃村そば膳は、温かい地鶏そばとコシのあるもりそばに、緑ざくざくと小
鉢がついたセットが人気ですね。他にも当レストラン自慢のタレで煮込んだ
「会津地鶏のとろとろ親子丼」や、見祢の大石をかきあげで表現した「見祢
の大石どどどど丼」など、どのメニューもボリュームがあり喜ばれています。

風味が豊かなお蕎麦ですね！小鉢も１つ１つ美味しいです（*̂ ◇̂ *）
蕎麦は、地元産そば「いなわしろ天の香」を使っています。のど越しがよく、
香りがあるお蕎麦です。また、店で提供しているお米は「いなわしろ天のつ
ぶ」で、どちらも猪苗代町のブランド産物です。食材も地元でとれたものを
提供するよう心掛けています。
お店の中に神社があるのは、珍しいですね！(* o゚ *゚)
集落の鎮守様「見祢若宮八幡神社」です。毎年、美味しい農産物が実るよ
う御祈願しています。のどかな磐梯山のふもとで1年中静かな土地のレスト
ランです。ぜひ猪苗代のお米とお蕎麦の味、新鮮な野菜の味をご堪能に
お越しください。

甘 酒

　まだまだ寒さが厳しいですが、会津地方には寒い冬を超えるためのさまざまな保存食があ
ります。保存食は、その土地の食材と住民たちの生活の知恵が
込められています。そんな保存食とそれを活用した
レシピをご紹介します。

53vol.まんま～じゃ

ＪＡ会津よつばの「食」と「農」コミュニティ誌
2018 Winter 寒 さ が 続 く 冬 期 で も 、春 に 備 え て 栄 養 を た く さ ん と ろ う ！

日頃の
残りご飯を

使用してもＯＫ！

旬の食材を使って

【作り方】

・キャベツ …………… １玉

・人参 ………………… １本

・じゃがいも ………… ２個

・玉葱 ………………… １個

・コンソメキューブ…… ２つ

・粗びきコショウ …… 少々

・バター ………………20ｇ

・塩 ……………………少々

・とろけるチーズ ……２枚

・ソーセージ …………８本

・水 ………………… 200cc

①キャベツと玉葱をくし型６等分に切り、
　人参とじゃがいもを乱切りにする。
②フライパンにバターを熱し、玉葱と人参を炒める。
③鍋にキャベツを並べ、間に②とソーセージ、
　じゃがいもを入れる。
④水、コンソメを入れ強火で煮込む。
⑤沸騰してきたら、弱火にし、塩でスープに味をつけ、
　全体に火が通るまで煮込む。
⑥最後にチーズを上に乗せ、全体に粗びきコショウをふって完成！

　食育ソムリエの大関さんがご紹介するの
は、献立を決めるときにも大助かり！万能野
菜の「キャベツ」です。甘く、クセが少ないキャ
ベツは、様々な料理に使えます。そんなキャ
ベツに含まれる栄養価や効能をお話します。

まんま～じゃへ出荷している生産者からのMessage

シャキッと甘い新鮮キャベツを届けますサ  トウ　トシ
 ロウ

佐藤 敏郎 さん

会津若松市神
指町

［キャベツ］
　20代から農業を始め、５年前からまんま～
じゃに出荷をしています。キャベツやトマト、
きゅうり、ほうれん草、枝豆や白菜など旬の野
菜を出しています。キャベツは、湖月・湖水と
いう品種を育てています。まんま～じゃへ出
荷しに行くと、他の生産者さんたちと話がで
き、早い情報交換ができるのが良いですね。
　種を蒔く時期や秋ごろの虫対策などが大変
ですが、美味しい野菜を収穫できたときは、と
ても嬉しいです。今後は、さらに新鮮な野菜を
コンスタントに出荷していきたいと考えてい
ます。
　今の時期のキャベツは、雪下になっている
ため、前日にとって次の日の朝出荷していま
す。やっぱりキャベツは、千切りで食べるのが
美味しいですよ！今しか食べることができな
い甘味の強いキャベツをぜひ食べてみてくだ
さい。　　１度に使わない場合は、縦には切らず、一枚ずつ外側から使いましょう。外側の葉で保存の際に包むと、乾燥対策になります。さらに新聞紙で包んでビニール袋などにいれて保存するとよいでしょう。芯をくりぬいてかわりに水分を含ませたキッチンペーパーなどを含ませておくのも乾燥対策になります。そしてキャベツは立てて保存しましょう。

保存方法

　キャベツは
葉の緑が濃く
て、みずみず
しくつやのあ
るものを選びましょう。キャベツは芯から痛んできます。芯の切り口が変色していないか、黒ずんでいないかなどを確認するようにしましょう。芯に割れ目がなく、みずみずしくて白いものを選ぶと良いです。

選び方

収穫まで愛情を込めて作業をします。会津の大地が育んだ新鮮キャベツ

　1年を通して手に入れることが出来

るようになったキャベツですが、冬の

キャベツは甘味が増してきます。葉

の巻きがゆるく、サラダなどにピッタ

リのやわらかい春キャベツに比べて、

冬キャベツは、葉１枚１枚がしっかり

しており、加熱しても崩れにくいのが特徴です。加熱をすると甘味が増

すため、ロールキャベツなどの煮込み料理に良く合います。お鍋などに

入れると、かさも減るのでたくさん食べられます。

　また、キャベツには免疫力を高めるビタミンＣの他、ビタミンＫ、ビタ

ミンＵ、カリウムなどの栄養素が含まれています。胃腸薬にも使われる

成分であるビタミンＵは、傷ついた粘膜の修復をする働きがある他、

潰瘍の予防にも効果があるとされています。

その時期のキャベツの特徴に合わせた調理法で、栄養たっぷりのキャ

ベツを美味しくいただきましょう！

大関　美枝子 さん
出身：会津若松市
好きな食べ物：キャベツ

丸ごとキャベツのチーズポトフ

【材料】 （６人前）

再発見!!!
～おやさいの旅～♪

あいづ

彩!菜!!

　今回ご紹介するのは、猪苗代町の見祢集落の住民で営む「農家レ
ストラン結」さんです。近くには国指定天然記念物の巨石「見祢の大
石」があり、これをモチーフにしたボリュームのあるメニューもあ
ります！今回は、店長の大桃さん、スタッフの小板橋さんにお話を
伺いました。

第34回
農家レストラン結

［住所］〒969-3100 
耶麻郡猪苗代町字新村北93
［駐車場］52台
［電話番号］0242-23-7747
［営業時間］4月～11月 11:00～15:30（L.O.15:00）
 12月～3月 11:00～14:30（L.O.14:00）
［定休日］毎週火曜日

結乃村そば膳 自慢の地元食材で作る「季節の一品」

結乃村農楽団
農家レストラン結

『
』

Ｊ&Ａ

Ｊ&Ａ

Ｊ&Ａ
大桃さん

大桃さん

小板橋さん

Ｊ&Ａ

小板橋さん

Ｊ&Ａ…ジュンくんとアンちゃん AnちゃんJunくん

昔 な がらの 冬 のお 茶 うけ

地元の自慢食材を使って小鉢を心を
込めて手作りするのは小板橋さん

・結乃村そば膳…………………１,４８０円
・会津地鶏のとろとろ親子丼 ………９８０円
・見祢の大石どどどど丼 …………９８０円
・天ぷら……………………………５００円
（税込み）表記です。

冬の保存食編

ゆず巻き大根

▼

猪苗代町のブランド米「いなわしろ
　天のつぶ」の認定取扱提供店です

▼店内には土産品もおいており、
　旬の食材が置かれることもあります♪

▼

内装

東部
公園ボウル

サンシャイン

かっぱ寿司
ホテルルートイン

セブンイレブン

かべや耳鼻咽喉科

牛角

ネッツトヨタ

大東銀行

ケンタッキー

東行仁幼稚園 一休さん大黒堂

ベルルクス

とんかつ番番
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材料

・大根  ・ゆずの皮
・酢 ・砂糖

作り方
①大根は皮を剥き、薄く輪切りにする。
②①を寒風の風通しの良いところで２日天日干しにす
る。※鍋で塩ゆでし、少しおいて水洗いして絞ると、
大根の臭みが取れ、天日干しの必要もありません。
③ゆずの皮の千切りを大根で巻く。
④酢、砂糖を煮立てて、甘酢を作る。
⑤甘酢が冷めたら、③を漬け込む。
⑥２、３日で完成！

　冷たい風によって大根をよく干して作ります。日
中干すことによって、生大根とは違う素朴な味が味
わえます。保存もできるので、多めに作って保存して
おくと良いでしょう。

凍み餅
　寒中の屋外に放置し、夜間凍結・日中の溶けるのを繰り返
すことにより乾物となります。寒中に乾かすため、かぶれず、虫
がつきません。冬の時期に作り、農繁期によく食べられます。

材料

・うるち米…５合
・もち米 ……少々
・油 …… 500ｃｃ
・醤油 ………少々
・三温糖 ……少々
・日本酒 ……少々

作り方
①寒中にご飯を炊き、すぐにナイロン袋
に入れ、ご飯をつぶす。
②楕円形の棒状にし、ラップに包んで
半日置く。
③冷めたら、ご飯を１cmの厚さに切り、
数日干す。
④干し籠などで2カ月ほど干す。
⑤食べる際に、④を油で二度揚げする。
⑥鍋に醤油、三温糖、日本酒を入れ味
付けする。

塩コショウなどで
味付けしても
美味しいです！

パックに
漬け込み
ます

干し柿のしそ巻き

材料

・青シソ（夏時期に保
  存していた青シソを
  使用するとよい）
・日本酒
  （またはブランデー）
・干し柿
・砂糖
作り方
①干し柿は４つ切りにする。
②干し柿を青シソで巻く。
③砂糖と日本酒を煮立てて混ぜ、
　冷めたら②の上からかけて漬ける。

　寒い地方のため、渋柿が多く、昔は多くの家庭で
干し柿を作り、お菓子代わりになっていました。冷
凍して保存していた青シソを使い、青シソの香りと
熟成された甘味でお茶うけにもピッタリです！

生柿干し柿

① ② ③

④ ⑤ ⑥

オリジナル商品
ＪＡ会津よつば

を しますぞ！
今年度、様々なＪＡ会津よつばオリジナル商品が登場しました！まんま～じゃでも販売しておりますので、ぜひお買い求めください。

　会津山塩を使用し、甘酒の自然な甘さを引き
立てました！米糀を使っているため、ノンアル
コールです。甘酒は「飲む点滴」とも呼ばれる
ほど栄養豊富な飲み物です。冬は、温めた甘
酒でほと一息つきたいですね♪

　国産茶葉を100％使用し、
原材料の米は会津産のコシ
ヒカリを使用しています。

広大な会津盆地で栽培された極上のトマト
をそのまま絞った、口当たりさっぱりとした
トマト100％ジュースです。食塩無添加なの
で調理にも使える万能ジュースです！！

（270円／本） 抹茶入り玄米茶（100円／本） 会津トマトジュース（90円／本）

ぐっと一飲み、真っ赤なりんご！澄みきっ
た、会津の空のもとに育った、さわやかな口
あたりの飲みやすい100%ジュースです。

会津アップルジュース（100円／本）

ミキサーにかけた

果物を混ぜても

ＧＯＯＤ！

旬のイチゴがオススメ♪

紹介

ご案内図
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7
ダイユーエイト

しまむら

猪苗代高校 至裏磐梯

猪苗代
中学校

猪苗代小学校

至49号線猪苗代駅

猪苗代町役場
リオンドール
ヨークベニマル至

塩
川

農家レストラン結


