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農楽の人
「いつもの生活に
自然にとけ込めたらいいな」
〜日常の中で野菜を楽しんでほしい〜

「キクイモ」アイデアレシピ
●訪問 地産地消のお店

plus good day

農楽 の人

いつもの生活に
自然にとけ込めたらいいな
〜日常の中で野菜を楽しんでほしい〜

小川農園
廿日市市

大竹市

宮島

三倉岳の麓で育ったキクイモ

今回は大竹市栗谷町で農業に
取り組む小川裕希恵さんをご紹
介します。農業を始められて今年
で7年目。当時勤めていた職場の同
僚が栗谷町で畑を借りて農業を始めた
のを手伝ったのが就農のきっかけでした。
主にニンジン、サトイモ、ベビーリーフ、米など季節の野
菜を栽培し、マロンの里、ＪＡグリーン大竹（ 緑菜館 ）やＪＡ
産直ふれあい市場に出荷するほか、大竹市の学校給食用とし
ても栽培されています。
小川さんは育てた野菜を日常の中で楽しんで食べてもらえ
るよう、旬やおいしい食べ方についてのおすすめレシピを添
えられています。
「 いつもの生活に自然にとけ込めていけたら
いいな」と笑顔で話されています。
ところでみなさんは「キクイモ」をご存じですか。
「 イモ」と
名前がついていますが、イモ科ではなくキク科ヒマワリ属の植
物です。江戸時代末期に飼料用作物として日本にやってきま
した。草丈1 ～ 3ｍと非常に大きくなり秋には菊によく似た鮮
やかな黄色の花が咲きます。ショウガによく似た形で11月～ 3
月にかけて収穫されます。特に「イヌリン」という食物繊維が
豊富で栄養価の高
い食物として最近
注目されています。
いま、大竹市では、
商 工 会と連 携し6
次産業化を図るた
め、栗谷町でキク
イモの栽培に力を
入れており、小川
さんはその生産者

表紙のひと
左
中央
右

なかがわ

はるお

中川 晴雄さん
おがわ

ゆきえ

マロンの里交流館館長

小川 裕希恵さん
しまばら じゅんじ

島原 順二さん

合同会社 大竹特産ゆめ倶楽部代表

の1人です。同じキクイモを育てる仲間と情報交換を行いなが
ら、良いものを作りたいと日々頑張られています。栗谷町で栽
培されたものは大竹市内の製麺会社が作るかりんとうなどの
原材料として使われているそうです。
最後に家庭での保存方法や調理方法について教えていただ
きました。
保存方法は、風になるべく当たらないよう新聞紙に包んで
冷蔵庫で保管してください。調理方法は、
皮も食べられるので、
たわしで擦り、よく水洗いして泥を落としてください。きんぴ
らはシャキシャキ感、煮物ではホクホク感など調理方法でい
ろいろな食感を楽しむことができます。小川さんのおすすめ
は素揚げ。小さめのキクイモを素揚げにし、お好みで塩コショ
ウなどで味をつけるとおつまみにピッタリだそうです。ぜひみ
なさんお試しください。

べよう！

キクイモをおいしく食

家庭クラブ考案

広島県立大竹高等学校

「キクイモ」アイデアレシピ

そう君

なっちゃん

JA 佐伯中央 オリジナルキャラクター

菊芋と米粉でドーナツを作ろう！

菊芋のシャキシャキ感が
楽しめるグラタン！

菊芋 米粉
焼きドーナツ

菊芋グラタン

●材料（ 4人分 ）

●材料（ 10個分 ）

キクイモ…………………… 200ｇ 顆粒コンソメ………………小さじ1
ベーコン…………………… 100ｇ バター………………………… 20ｇ
米粉…………………………大さじ2 粉チーズ……………………… 適量
牛乳………………………… 300ｍl

菊芋パウダー………………… 20ｇ
バター………………………… 60ｇ
たまご……………………………1個
砂糖…………………………… 80ｇ
生クリーム……………………80ｍl

●作り方

●作り方

❶．キクイモはせん切りにする。ベーコンはキク
イモと同じ大きさに切る。
❷．フライパンを熱し、バターで❶を炒める。
❸．❷にホワイトソースを加え、混ぜ合わせる。
❹．グラタン皿に盛り付け、粉チーズをかけて
オーブンで焦げ目を付けたら出来上がり。

❶．バターはレンジで溶かしておく。
❷．ボールにたまごと砂糖を入れ、泡だて器で白っぽくなるまで混ぜる。
さらに生クリームを加えて混ぜる。
❸．❷に菊芋パウダー・米粉・ベーキングパウダーを加え、軽く混ぜる。
さらにバターを加えて混ぜる。
（生地を20分ねかせるとよい）
❹．
トッピング用のキクイモはよく洗って、
小さな角切りにし、
下茹でしておく。
❺．❹のキクイモを型に入れ、❸の生地を流し入れ（8分目程度）、170度に
予熱したオーブンで10分焼いて出来上がり。

（ 自家製 ）米粉の
ホワイトソースの作り方

（ 自家製 ）
菊芋パウダーの作り方

フライパンに米粉と牛乳を入
れ、泡だて器でよく混ぜ弱火で
加熱する。とろみが出てきたら、
顆粒のコンソメを加え混ざった
ら火を止める。

キクイモの調理ポイント
1. 皮はむかずにそのまま調理する。
2. イヌリンは熱に強いので煮物・
揚げ物・炒め物どんな調理法で
も OK ！水に 溶 けやすいので、
汁物にもおすすめ。

なか川製麺

きく芋かりんとう
糖分がほとんど含まれていないというキクイモの
特徴を活かし、通常のかりんとうとは違い砂糖の
使用を少量に抑えています。麺づくりの技を生地
に生かし、棒状に仕上げられています。
原材料はすべて栗谷町で
作られたキクイモです。
小川さん、島原さんのキク
イモも使われています。
JA 産直ふれあい市場、
マロンの里交流館で
購入することができます。
60ｇ入り

260円（ 税込 ）

乾 燥させることでイヌリン
が5倍に増加！皮ごとスライ
スし 水につける。天日干し
でしっかりと乾燥させてミキ
サーにかける。
約400ｇのキクイモから80ｇ
のパウダーが出来上がり。

米粉…………………………… 80ｇ
トッピング用のキクイモ…… 50ｇ
ベーキングパウダー… …… 小さじ１
サラダ油……………………… 適量

JA 産直ふれあい市場、
マロンの里交流館で
菊芋パウダーを購入
することが
できます。 お 手 軽 に
70ｇ入り

楽しんで
いただける

1,400円（ 税込 ）

JA 産直ふれあい市場 マロンの里交流館
住所

現店舗では3月24日（火）まで営業

廿日市市地御前一丁目3-15
0829-36-2831

TEL
営業時間
休業日
駐車場は

9:00 ～ 15:00

日曜日、お盆 、年末年始

の方向より入場していただけます。

住所
TEL

営業時間
休館日

大竹市栗谷町大栗林195-12
0827-55-0055

9:00 ～ 17:00
月曜日（祝日は営業し翌日が休館）、
年末年始

移転
OPEN

4月上旬移転オープン！

毎月第1土曜日に土曜市を開催！

訪問

消
地
産
地
のお店

明かりが灯るとオープンの合図

店内では、毎週火曜日に
小川農園で採れた新鮮な
野菜を購入することが
できます。
（収穫状況により販売の
ない日もあります）

週替わりランチ（ドリンク付き）1,300円
（税込み）
野菜は地元でとれた旬のものを多く使われています。

店名の plus good day は「 いい日も悪い日もどんな時もすべていい日に繋がって
いる 」という意味で岡本さんが名付けられ「 お店を通じて少しでもみなさんに寄
り添えられれば 」という思いが込められています。

古民家カフェで心も体もホッと一息

JR山陽本線

JR 玖波駅から徒歩 2 分、昔ながらの町並みにある一軒のカフェ

JR玖波駅

はどこか懐かしく、落ち着いた空間が広がっています。築 70 年

成和薬局 ●
玖波駅前薬局

く鳥の形をした看板が目印です。
河野美香さんと岡本博子さん 2 人の女性が経営されており、女
性を中心に幅広い年代の方が訪れているそうです。
「野菜をたくさん使うことにこだわっています」と話す河野さ
野菜をたっぷりと使用した週替わりランチは「野菜がおいしい」
「野菜がたくさん食べられる」と人気です。メニューやレシピは
いつも 2 人で考えられており、日替わりの“本日のデザート”も
手作りです。どんなメニューかは来てみてからのお楽しみ！心も
体もホッと一息つくことができる素敵な古民家カフェです。
満席でご案内出来ない場合もあるそうなので、必ず電話にてご
確認ください。

プレゼントクイズ
問題

イヌリンが豊富な野菜は？

『○○イモ』
○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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大竹警察署
玖波駐在所
●
●
大竹市立
玖波公民館
恵川

国立病院機構
広島西医療センター
●

んは「体に美味しい」をコンセプトにされています。地元の旬の

2

玖波郵便局
●

plus good day。一見民家のようですが、一歩中に入るとそこに
の民家を自分たちでリノベーションされたそうで、軒下で羽ばた

至大野

plus good day
至岩国

plus good day

●TEL／0827-28-5893
●住所／大竹市玖波1丁目6-2
●営業時間／9：30-16：30（Lo.16：00）
Morning 9:30-11:00(Lo.10:30)
Lunch 11:00~
●定休日／水、日、他不定休あり
●アクセス／JR玖波駅から徒歩2分
●駐車場／あり(軽4台)
※お車でお越しの際はお電話にてご確認ください。

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

2020年5月29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
協賛／JA 共済連広島 ホームページ https://www.jakyosai-hiroshima.jp/

