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農楽の人

「自然に任せて作りたい」
〜大竹市産キノコ〜

●産直市に行ってみよう

JA産直ふれあい市場
「よりん菜」
●訪問 地産地消のお店
JA産直ふれあい市場「よりん菜」惣菜コーナー

ばぁ〜ばのキッチン
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農楽 の人

「自然に任せて作りたい」
〜大竹市産キノコ〜

煮物や天ぷら、炒め物など様々な料理で活躍するキノコ。
低カロリーでミネラルや食物繊維などさまざまな栄養素や
栄養成分を豊富に含んでいます。
今回は大竹市栗谷で長年、キノコ栽培をしている村上農
園の村上聖幸さんをご紹介します。
村上さんはキノコの栽培をはじめて今年で33年目。
「 生ま
れ育った栗谷で働きたい 」という思いから栗谷の地域に適し
た作物を探し、しいたけの栽培を始められました。年間を
通じ菌床でしいたけの栽培を行うほか10月～ 2月はひらた
け、なめこ、そして夏場はトマトを育てています。
「 自然に任せて作りたい 」と話す村上さんが作るキノコは、
食卓の主役になる程傘が大きくしっかりとしているのが特
徴です。以前はたくさん作ろうと温度や湿度など管理し、
栽培をしていた時期もあったそうですが「 自然の温度で生育
を待つ方がキノコへの負担がなく良いものが育つ気がしま
す。自然に勝るものはないですね 」と話されます。
ところでみなさん「 ひらたけ 」って知っていますか？傘が
大きくしめじに似ていて昔は「 しめじ 」という名前でも販売
されていたそうです。クセが無くしっかりとした歯ごたえ
があり汁物のほか、バ
タ ー 炒 め や グ ラ タ ン、
クリームシチュー、て
んぷら等どんな料理に
もおススメです。
キノコ類は、購入後
すぐに食べていただく
のが一番望ましいです
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が食べきれない場合は、包装してあるラップに包み冷蔵庫
で保存するか、スライスして冷凍するといいそうです。実は、
パックの包装に使われるラップはキノコ専用のため、他の
ラップより日持ちがするそうです。また、キノコは冷凍す
ることで細胞が壊れうまみもアップします。調理の際は解
凍せず凍ったまま使うことができます。
おすすめの食べ方を伺うと「 焼く、フライにする等丸ごと
調理するとボリュームがありおすすめです。またよく買い
求めに来るお客さんは、傘に酒を振り入れ焼き、ワサビ醤
油を付けて食べるとおいしいと言われていましたよ 」と教え
ていただきました。
村上さんの作るキノコは
ＪＡ産直ふれあい市場「 より
ん菜 」、マロンの里交流館、
大野地区の JA 女性部が運営
する「 ファーマーズマーケッ
ト 」、村上農園の直売所で購
入することができます。

産直市に
行ってみよう。

JA産直ふれあい市場
ＪＡ産直ふれあい市場は2020年4月、
新たに「よりん菜」として
ＪＡ広島総合病院正面向いに新築移転オープンしました。

魅力 !

何があるの？
廿日市市・大竹市で栽培された農産物、加工品、県内の特産品、
肉、鮮魚、手芸品、日用品などを販売しています。店内には「お
こめコーナー」もあり地元産のお米をその場で精米し、つきたて
を販売しています。

なんといっても魅力は鮮度抜群！店内
には鮮度の高いみずみずしい農産物が並
び、生産者が丹精込めて作った採れたて
の味を食卓で楽しむことができます。
「よりん菜」では旬のものが揃うので季
節を感じられます。同じ野菜でも形や色、味が違う多くの種類が
勢ぞろい。違いを楽しむのもおすすめです。他では見かけない珍
しい野菜に出会えるのもここだけ！
また商品のバーコードには生産者の名前が記入されています。
作り手の顔が見える安心感だけでなく、
「おいしかった」という消
費者の声もすぐに届きます。その声が生産者の力になっています。
ＪＡは「よりん菜」を地産地消の発信の場として生産者と消費
者をつなぐ「食と農のかけ橋」の役割を果たしていきます。

新鮮なヒミツ
生産者が採れたての農産物を「よりん菜」に直接届けています。
また、保冷トラックの「産直号」が各地域をまわり、集荷を行って
いるため、新鮮なうちにみなさんが味わうことができます。
収穫から搬入まで
全て生産者の手で
行われています。

情報発信
コーナー
お料理
きょうしつ

暮らしに役立つ情報や地域に
密着した情報を発信しています。
イベントスペースとしても活用
できます。
店内にはキッチンスタジオを
併設。地産地消の食材を使った
講習会やイベントを開催します。

どなたでもご利用できますので
お気軽にご相談ください。（有料）
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至 広島→

廿日市市地御前1丁目22-30
（JA広島総合病院正面向い）
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TEL/0829-36-2831

訪問

ＪＡ産直ふれあい市場「よりん菜」惣菜コーナー
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ＪＡ女性部が立ち上げたばぁ～ばのキッチン。地元で
採れた旬の食材をふんだんに使い、愛情たっぷりに手作
りしたお惣菜やお弁当が充実！※ばぁ〜ばのキッチンのみ木曜日はお休み。
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米………………………………… 2合
酒……………………… 大さじ3
ひらたけ……… 1パック（約200ｇ）
醤油…………………… 大さじ1
A
しいたけ……… 2～3枚（約100ｇ）
塩…………………… 小さじ1/3
しめじ……………………… 1パック
Aコープかつおだし…… 大さじ1
（50倍濃縮）
油揚げ…………………………… 1枚
ニンジン（飾り用）…………… 1/3本

ひらたけ……… 1パック（約200ｇ） 塩コショウ……………………… 少々
しいたけ……… 1パック（約200ｇ） オイスターソース………… 大さじ2
しめじ……………………… 1パック バター………………………… 20ｇ
ブロッコリー…………………… １株

●作り方

●作り方

①米は洗って10 ～ 15分水に浸す。
②ひらたけ、しいたけは食べやすい大きさに手でさく。しめじは石づきを
切り落とし小房にほぐす。油揚げは細切りにする。ニンジンは皮をむき、
好みの形に型をとり５㎜ぐらいの厚さに切る。
③炊飯器にお米、分量線より少なめの水を入れ、調味料Ａを加え混ぜる。
下処理をした②を入れ炊飯器で炊く。

①ブロッコリーは小房にわけ、塩ゆで（ 分量外 ）する。
（ 色鮮やかな色になればＯＫ ）
②しめじは石づきを落とし小房にほぐす。ひらたけ、しいたけは食べやす
い大きさに手でさく。
③フライパンにバターを入れ、②を炒める。全体に油がまわったらブロッ
コリーを入れ塩コショウ、オイスターソースで味を付け、火を止める。

☆ウインナーやパプリカ等を加えても
おいしいです。

プレゼントクイズ
問題

JA佐伯中央が運営する産直市場の
愛称は？

『 よりん ○ 』

○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！

発行／
Vol.7 2020.12 のうらくびより

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

2021年1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/

