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農楽の人
「姉妹でみんなに
やさしい野菜作りへ」
ー 食べる人によりそった農業を目指して ー

産直市に行ってみよう。
四季彩酒膳
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JA広島市 小河原たまご
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今回は2013年4月から姉妹で農業に取り組む前川農園の前川
すずみさん（ 姉 ）と池田淳子さん（ 妹 ）をご紹介します。2人が
営む農園は廿日市市佐伯地区の水と緑の町、田園風景が広が
る廿日市市友田にあります。
子どもの頃から田植えや稲刈りの手伝いを一緒にしながら
育った仲の良い姉妹ですが、高校からはそれぞれ違う進路に
進み、姉のすずみさんはデパートへ就職、妹の淳子さんは保
育士の道へ進まれました。
兼業農家としてがんばる父親の背中を見て育った２人は、
農業の大変さや厳しさを実感されており「 父親が大切にしてい
るこの土地を守らなければ 」と想いが募り、父親が元気なうち
に継ぐことを決意されたそうです。
２人の農業スタイルは女性ならではの視点を活かすことを
大切にされています。お米、タマネギ、ニンニク、ニンジンな
ど季節に応じた作物を少量多品目で栽培し、手に取りやすい
大きさで、料理しやすく、食べやすい、みんなにやさしい野菜
作りをされています。形の悪い野菜はジェラートにするなど無
駄にしません。また加工品の開発も行われており、乾燥野菜

土曜日

お米の日

店頭精米 吉和米 5kg

ひとめぼれ

JA 佐伯中央 オリジナルキャラクター

そう君

やお米麺、お餅なども作られています。農林水産省がすすめ
る農業女子プロジェクトに広島県で初めて参加し、女性でも
使いやすい農業機械の開発プロジェクトに関わるなど多くの
女性にもっと農業に興味を持ってもらえるよう多方面でも活躍
されています。また各地のイベントにも積極的に出向いていき
消費者の声を聞くなど情報収集も欠かさず行われています。
取材中、突然白い湯気とともにふわーっと甘い香りがひろ
がりました。丁度、軒先のかまどに置かれた蒸し器では餅つ
き用のもち米が蒸し上がっていました。年に何度も餅をつか
れているそうで、今ではめずらしい台唐（だいがら）という木
製の足踏み式の杵を使用されています。すずみさんが足で踏
み込み杵を持ち上げると、淳子さんが手早く返す姿は息がぴっ
たり。流石、姉妹！「 簡単そうに見えるけど、息が上がって
大変なんよ」とすずみさん「 気をつけんと指を怪我するんじゃ
けー」と淳子さん、数分で約60個、一升の餅をつきあげられ
ました。つきたてを食べさせて頂いたところ「うまい」の一言
でした。
「 台唐もち」という商品名でＪ
Ａ産直ふれあい市場で販売されてい
ます。このお餅を作るには昔ながら
の台唐と父親手作りのかまどが欠か
せないそうです。

なっちゃん

これからの農業についてお聞きしたところ「 農業を仕事とし
て続けて行くには安定した収入が必要です。今私たちはその
ことを実現できるよう作物の本当の価値を知って頂くために、
農業体験を行っています。一貫性のある農業体験を行うこと
で農業の大切さを伝えています。海外から輸入された安い野
菜が流通していますが、日本の農業を守っていくためにも重
要な取り組みです。若い人が農業をやりたいと思えるような
レールを引いていきたいです」と話されました。

台唐もちは淳子さんの孫、銀次君の大好物。

お知らせ
表紙に登場していただいた
香川裕光さんが
世界遺産・嚴島神社の
高舞台にて単独の
奉納コンサート開催！

廿日市市・モン・サン = ミッシェル
観光友好都市提携10周年記念事業
香川裕光奉納コンサート in 嚴島神社高舞台
とき

2019年5月19日 開場 /18:30 開演 /19:00

コンサートへのご質問：香川裕光ホームページ（ http://www.hiromitsukagawa.com ）をご覧ください。

今年の農業祭 第41回 JA フェスティバル（ 11月17日開催 ）にも出演されます。

JA 産直ふれあい市場
住所
TEL
営業時間
休業日

廿日市市地御前一丁目3-15
0829-36-2831

月～土曜日 9:00 ～ 15:00
日曜日、お盆 、年末年始

駐車場は

の方向より入場していただけます。
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消
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原料は地元産に
こだわっています。
JA佐伯中央オリジナル
焼酎「はつか桜」も
置いています。

店内は、テーブル席、座敷、カウンターがあります。

人参たっぷりチヂミ

げんやで感じる旬の野菜
商店街（廿日市駅通り商店街）にあ

山陽本線

広電廿日市駅

四季彩酒膳

夢を叶えたい！とサラリーマンを辞

けん玉商店街

げんや

め、飲食店を営む店主元谷邦大さん
が作る料理は、その日の仕入れにより変わるのでどんな料理が出
てくるかはお楽しみ。地産地消にこだわり、JA 産直ふれあい市
場や農家から仕入れた新鮮な野菜をたくさん使用されています。
家庭でも簡単に作れる料理を基本に、ここに来るとおいしい料理
が食べられるお店を目指されているそうです。また店内では仕入
れた野菜の販売も行われています。
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JA廿日市支店
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四季彩酒膳

げんや
作り方

材料

・人参…………… 中2本 ・ごま油……………大１
・チヂミの素
薄力粉……… 60ｇ ・タレ
片栗粉……… 40ｇ
濃口醤油…… 小１
水…………100ml
酢…………… 小１
塩…………… 少々
豆板醤……… 少々
顆粒だし…… 少々
卵…………… 1個

（廿日市駅通り商店街）

る四季彩酒膳げんやをご紹介します。

●レシピ / 人参たっぷりチヂミ

広電宮島線

JR廿日市駅

JR 廿日市駅から徒歩 1 分、けん玉

①人参は細切りにする。
チヂミの素を混ぜ合わせる。
②人参とチヂミの素を合わせ、よく
かき混ぜる。
③フライパンにごま油を熱し、②を流
し込む。片面が焼けたらフライ返し
でひっくり返し、かるくおさえる。
両面がきつね色になるまで焼く。

●TEL／0829-32-9353
●住所／廿日市市駅前5-3
●営業時間／17：00-23：00
（LO.22：30）
●定休日／日曜日
●アクセス／JR 廿日市駅より徒歩1分
●駐車場／あり(4台)

プレゼントクイズ
問題

JA佐伯中央のオリジナル焼酎
の商品名は？

『○○○桜』

○に入る言葉をハガキに記入してご応募ください。JA産直ふれあい
市場で使用できる 500円分の商品券を20名様にプレゼント！
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応募方法
郵便番号・住所・氏名・年齢・職業・電話番号・
クイズの答えを明記して、右記の宛先まで
ハガキでご応募ください。応募者の中から
抽選で 20 名様に『500円分商品券』をプ
レゼントします。また、農楽日和のご感想
もお待ちしています。

宛先
締切

〒 738-0034 廿日市市宮内 4473-1
JA 佐伯中央 総合企画部企画広報課
『農楽日和』係宛

2019年5月31日（ 金 ）
までの到着分

当選者 商品券の発送をもって発表に代えさせて
頂きます。

佐伯中央農業協同組合 編集／総合企画部企画広報課

〒 738-0034 広島県廿日市市宮内 4473-1 TEL（0829）39-3232（代）
ＪＡ佐伯中央ホームページ http://www.ja-saikichuo.or.jp

