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酢漬けやマリネなどにも大活躍！
クイズで

エーコープ「らっきょう酢」
プレゼント

応募締切
平成25年11月１日
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何の花？

油揚げ ……………………３枚
煮汁
万能だれ(＊) …………50cc
水 ……………………200cc
砂糖 …………………大３
いりごま、甘酢しょうがなど

焼きおむすび

材 料 （２人分）

大根葉と桜エビ

ご飯 ………………茶碗2杯分
サラダ油 …………………大2
しょうゆ …………………大1.5

作 り 方

作 り 方
１．
油揚げは横半分に切り、熱湯を
かけて油抜きし、水気をしぼる。
２．
煮汁の材料を鍋に入れ、
１を中火
で煮汁がなくなるまで煮る。
３．
塩むすびを俵形で６個作り、
２の
中に詰める。お好みでごまや甘
酢しょうがなどをのせる。

１．
ご飯でおむすびを握る。
２．
フライパンでサラダ油を熱し
たら１を入れ、両面をこんが
りと焼く。
３．
しょうゆをまわし入れて、
おむ
すびにからめる。

新米＆レジャーの季節

美味しい おむすび
を持って
出かけよう

材 料 （２人分）
ご飯 ………………茶碗2杯分

た。

ごま油 …………………小1/2
しょうゆ …………………小2

３．
温かいご飯に2と白ごまを
混ぜて、
おむすびに握る。

白ごま ……………………小2
塩 ………………………少々

ご飯 ……………茶碗2杯分

もみじ狩りや小旅行な

２．
ごま油で桜エビを炒った
ら、1としょうゆ、塩を加
え、水分が飛ぶまで炒る。

乾燥桜エビ ………………10g

材 料 （２人分）

おいしい新米ができまし

１．
大根の葉をよく洗い、細か
く刻む。

大根の葉 …………………50g

ねぎみそ焼きおむすび

登米の田んぼで今年も

作 り 方

作 り 方
１．
ねぎみその材料を混ぜる。
２．
塩むすびを平たい形に作り、焼き
網またはオーブントースターで
両面をこんがり焼く。
１を片面に適量塗り、軽くあぶる。
３．

塩………………………少々
ねぎみそ

ど、秋の行楽のお供にこ

みそ …………………大２

んな変わりおむすびはい

ねぎのみじん切り……大1

かがですか。

みりん………………大1/2
白ごま ………………適量

基本の塩むすび

豆と鶏そぼろのおむすび

１．
茶碗にご飯を適量盛る。水で軽く手を湿らせてから塩一つまみを手に取
り、両手をすり合わせ均一に広げる。

きゅうりの中華風即席漬け
●材料（作りやすい分量）

２．
茶碗のご飯を片方の手にあけ、
もう片方の手をかぶせ
るようにのせて、軽く押さえる。

きゅうり ………５本

塩……………適量

しょうが ……１かけ

エーコープらっきょう酢

にんにく ……１かけ

……150cc

赤唐辛子 …１〜２本

しょうゆ………大２

●作り方

３．
厚みと形を整えながら、中に空気を
入れるイメージでむすぶ。ぎゅっと
握り固めないこと。むす
ぶごとに手前に転がし
ながら、
５〜６回程度む
すんで形を整える。

１．
きゅうりを乱切りにして塩で軽くもみ、
し
んなりしたら水気をしぼる。
２．
しょうがとにんにくはみじん切り、赤唐辛
子は種を取って小口切りにする。
３．
２とらっきょう酢、しょうゆを合わせて
きゅうりを漬ける。１時間ほどでできあが
り。

＊万能だれ

炊いたご飯が余ったときなどは、
お
むすびにして冷凍保存すると便利で
す。食べるときは電子レンジの「強」 ●材料
で、
１個につき約２分間加熱するか、
しょうゆ ……………………200cc
蒸し器に入れて強火で約15分蒸せ
みりん………………………100cc
ば、作りたてのおいしさが味わえます。
酒 …………………………100cc
だし昆布 …………………10㎝角

保存の仕方
おむすびを１個ずつラップに包み、 ●作り方
タッパーなどの保存容器に入れて冷
・すべての材料を合わせて密閉容器で寝
かせる。
凍庫へ。
※冷蔵庫で１か月間は保存可能なので、
煮
長く冷凍すると味が落ちるので、
２
物などにも便利です。
〜３週間以内で食べきるようにしま
しょう。

材 料 （２人分）

作 り 方

ご飯 ………………茶碗２杯分

１．
枝豆を塩ゆでし、皮をむく。

鶏そぼろ ………………適量

２．
ご飯に１と鶏そぼろを混ぜ、
おむすびに握る。

枝豆 ……………………適量

※鶏そぼろ
（作りやすい分量）
鶏ひき肉 ………………300ｇ
万能だれ(＊) ……………50cc

１．
鍋に材料を入れ、中火に
かける。
２．
水分が無くなるまで炒め煮
する。

あんこときな粉のおはぎ風

ＪＡみやぎ登米の環境保全米＆
ササニシキ復活プロジェクト

材 料 （４個分）

平成１５年度にスタートしたＪＡみやぎ

ご飯 …………茶碗３〜４杯分

登米の環境保全米は、現在、管内の約９
割で作付され、品質・食味ともに取引先業

あんこ ……………………80ｇ

者から高い評価を頂いております。

きな粉 ……………………大１

また、実需から要望の多いササニシキ

お稲荷さん風むすび
材 料 （６個分）
ご飯 ………………300ｇ
塩 …………………少々

砂糖 ………………………大１

の作付拡大を目指し、昨年から「環境保
全米こだわりのササニシキ復活プロジェク
ト」をスタート。栽培塾を開講し、定期的な
研修会を通じて栽培技術の向上をはかっています。

イカのマリネ

今年の１月に東京都晴海のオフィスビル「晴海トリトンスクエア」で開催した産
地ＰＲイベントでは、開始から２時間でササニシキが完売するほどの大好評で、
あ

●材料（４人分）

らためてササニシキへの知名度と関心の高さを確認することができました。

イカ ……１ぱい しょうが ……１かけ
玉ねぎ ……１個 エーコープらっきょう酢
きゅうり ……１本
……100cc
にんじん …1/3本 ぶどうのオイル …大２

今後のプロジェクト事業では、栽培塾
生を対象にしたササニシキ品評会の開
催を予定しています。高品質米の生産
にむけて技術の研鑽をはかりながら、消
費者の皆様に喜んでいただける「おい
しい登米のササニシキ」づくりに取り組
んでいきます。

１．
俵形の塩むすびを４つ握る。
３．
きな粉と砂糖を混ぜ合わせ、残
りの２つにまぶす。

ひとめぼれ

さらっとした食感で噛むほどに甘味が増
します。さっぱりとしておかずの味を引き
立て、飽きのこないおいしさです。粘りが
少なく口の中でふわっとほぐれるので寿
司飯に最適。チャーハンや雑炊などにも
向いています。全国の米作付面積のう
ち約１％と希少な品種です。

作 り 方
２．
塩むすび２つをあんこで包む。

ササニシキとひとめぼれ
ササニシキ

●作り方

やわらかい食感で甘味と粘りのバラン
スが良く、
どんな料理にも合うお米です。
また光沢も良く冷めてもふっくらしておい
しいのが特徴で、
お弁当にもピッタリ。宮
城県の作付面積№１、全国でもコシヒカ
リに次いで２番目に作付けが多い人気
の品種です。

１．
イカは内臓を取って沸騰した湯で
さっとゆでる。冷ましてから胴を輪切
り、足を５㎝位に切る。
２．
玉ねぎときゅうりは薄切り、にんじん
としょうがは千切りにする。
３．
切ったイカと野菜にらっきょう酢とオ
イルを加えて混ぜ合わせ、
しばらく
置いて味が馴染んだらできあがり。
※ぶどうのオイルが無い場合は、サラ
ダ油やオリーブ油でも大丈夫です。

きのこの佃煮むすび
材 料 （２人分）
ご飯 ……………茶碗2杯分
きのこの佃煮 …………適量

皆で仲良く100歳食

すび﹂で﹁ 握り飯 ﹂のことであるのは言
うまでもありません︒
む す びには 非 常に奥 深い意 味 があ
り ︑漢 字にすると﹁ 産 霊 ﹂あるいは﹁ 産
巣日﹂になります︒
﹃ 古事記 ﹄
には︑万物
全てを産み出した神として︑
﹁産巣日﹂
が登場してきます︒
その神の名が︑握り飯にも用いられた
ということは︑
おむすびには不思議な力
がこもっていると︑捉えていたからに他な
りません︒
米の飯を両手に心を込めて握っている
間に︑神の力がどんどん宿っていくと感
じていたのです︒同 時に︑保 存 性が高い
ともいわれてきました︒
昔の女性は︑毎日︑素手でぬか漬けな
どをかき回した り ︑料 理にみそを 出し
入れしていたから︑手のひらには乳酸菌
や酵 母 ︑酵 素などが付 着していて︑
それ

神が宿るおむすび

﹁いざ！﹂となったら︑まずおむすびの
炊き出し︒火事や地震など非常時に被
災者や現場の方たちに︑飯を炊いて︑お
むすびを作ります︒
おわんなどの容器に盛っている暇はあ
りません︒炊き上がったご飯をその場で
塩を振って握 り ︑どんどん配って食べて
も らいます ︒おかずはた くあんなど漬
物が2切れ︒受け取る側も素手で頂戴
し︑
その場で食べて即戦力を付けます︒
このよ うな非 常 時の食べ方 も ︑おむ
すびの大きな役目︒日本人は﹁結ぶ﹂と
いう言葉をよく使います︒
﹁ 縁 結 び﹂などは︑まさにその典 型 ︒
人と人との結 び付きを 強 くすること︒
災 害 時の﹁おむすび﹂は食べる﹁ 絆 ﹂な
のです︒
心をつなぐ食べ物であり︑命をつなぎ
留めて︑健 康を守る食べ物 ︑それが﹁む

作 り 方
１．
きのこ佃煮を粗くみじん切りする。
２．
１をご飯に混ぜ合わせ、
おむすび
に握る。

焼きおむすびのお茶漬け
材 料 （１人分）
ご飯 ………………茶碗１杯分
塩 ………………………少々
梅干し ……………………１個
昆布の佃煮 ……………適量
削りがつお、みつば ……適量
しょうゆ …………………少々
ほうじ茶 …………約１カップ

※きのこの佃煮
（作りやすい分量）
きのこ …………………300ｇ
（しいたけ、えのき、
しめじなどお好みで）
万能だれ(＊) …………50cc
塩 ………………………少々
実山椒 …………………小１
１．
きのこを食べやすい大きさに
ほぐす。
２．
調味料を加え、水分が無くな
るまで強火で煮る。

食文化史研究家●永

山 久 夫

らがおむすびに移行して保存性を高め
ると同時に味も良くしていたのです︒
おむすびは行 楽や祝い事にも 用いら
れます︒そのときは﹁中の味﹂
﹁外の味﹂
で楽 しみます ︒中の味は中心に梅 干し
やつくだ煮などを詰めます︒
﹁ 外の味 ﹂
は外側にみそやごま︑きな粉などをまぶ
した り ︑
のりで包んだりして楽 しみま
した︒

むすんで冷凍保存
作 り 方
１．
梅干し、昆布の佃煮、削りがつお
を入れて平たい丸形で握る。
２．
しょうゆを塗りながら両面を焼い
て焼きおむすびを作る。
３．
器に盛って熱いほうじ茶をかけ、
みつばを添える。

よみがえ

★緑色のものと紫色のものがあり、緑色のものは「大葉」
とも呼ばれます。紫色のものは梅干しやしば漬けの色付
けなどにも使われます。

Vol.43号 クイズの答え

前号の答えは…「なす（の花）」でした。

当選者は小野寺明美さん（迫町）他9名です。
ご応募くださった皆様、ありがとうございました。

お 便りお 待 ちしています
官製はがき
（ＦＡＸ可）
にクイズの答え、住所、氏名、年齢、電話番号と本誌への
ご意見・ご感想をお書きのうえ、下記までお送り下さい。
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江三丁目9番地の1（FAX：0220-22-4731）
JAみやぎ登米 総務部総務課「ほっ登米〜る係」宛

【締切】平成２5年11月1日(金)消印有効

﹇南方町﹈

抽選で10名様に、

「エーコープらっきょう酢」をプレゼントいたします。

登 米に 伝 わる︑むか〜し むかしのおはな し

★昔、食中毒で死にかけ
ていた若者にこの野菜
を煎じて飲ませたとこ
ろ、たちまち元気に
なったことから、「紫
色をした蘇る草」とい
う意味でこの名前が付いたといわれます。

登米 の民話

★古くから親しまれてい
る和風ハーブで、葉や
花、実など成長に応じ
て色々な料理に使われ
ます。

ばっけぇ汁やんだやんだ

これは何の野菜の花でしょう？
下のヒントを参考に、野菜の名前を答えてね♪

むがし︑小 馬 鹿 くさい若い者︑
おが
まって︑食わねぇのも 悪いしと思って︑
たこもらって初泊りに行ったど︒
仕方ねぇがら︑
いろいろな物といっしょ
春 先のごどで︑
いろいろ御 馳 走 作っ
に︑
何んでもかんでもみな食ったど︒
てお膳さつけられだんで︑皆食わねぇ
その晩 寝てがら︑
なんぼやんだった
ど無調法になると思い︑
うめぇのは後
か寝言に︑
泣きそうな声で︑
がら食うべし︑
うまくねぇのがら先に ﹁ばっけぇ汁やんだやんだ︒﹂
って︑
二回
食んべと 思って︑
一通 り 箸つけでみだ
も三回も繰返して言ったど︒
ら︑
小さぇ皿こさ︑
ばっけぇ
︵蕗のとう︶
の料理つけられたんで︑食ってみだら︑
苦げぇばり苦がくて︑
さっぱりうまぐ
ねぇがったと ︒そんで︑
こんな 物 先に
食ってしまわねぇと︑
わかんねぇと思っ
て︑
目つぶって︑
みな食ってしまったど︒
そしたら︑
おがっつぁんが︑﹁おんつぁ
ん︑
ばっけぇ汁 好 きなようだがら︑も
う少し︑あげっから︒﹂て︑先の倍位も
ある大きな皿さ︑
一ぱい盛って出されだ
と︒
先に出されたのさげぇにも︑
やんな
登米地方文化協会連絡協議会発行〜登米地方の民話〜より
の︑
やっと食ったのに︑また出されてし
●次回 やっぱり稼がねば﹇迫町﹈

クイズ

クイズのご応募やご投稿に際して取得した個人情報は、
プレゼントの抽選・発送、今後の本広報誌編集企画の参考以外の目的に
は一切使用しません。
また、承諾なく第三者に提供しません。尚、投稿・当選者の住所・氏名・年齢、投稿内容を本広報誌に掲載す
る場合がありますので、
ご了承下さい。

今号の
表紙
ち ば

せいえつ

中田町 千葉 盛悦さんの

ササニシキの田んぼ

ἯỶὅἚᾀᴾ
ἯỶὅἚᾀᴾ

中田町で水稲栽培を行っている千葉さん。
以前からササニシキ栽培を続けていましたが、
「ササ
ニシキ復活プロジェクト」に合わせて今年は作付面積を
増やしたそうです。
一般に、ひとめぼれに比べて栽培が難しいと言われる
ササニシキですが、流通業者や消費者からは根強いニー
ズがあります。
千葉さんは「将来的には直播栽培にも取り組むなどし
てコスト削減を図りながら、お客さんに求められるおい
しいお米を作り続けたい」と話しています。
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編集後記

以前は登米でも栽培が盛んだったササニシキ。私も物心ついた頃には毎日ササニシキを食べ
ていた筈ですが、いつ頃からか食卓に上がるのはひとめぼれが当たり前になっていました。ササ
ニシキとひとめぼれ――好みはあるでしょうが、
うちの祖父母は昔慣れ親しんだ味が良いようで、
今でも時折ササニシキを恋しがっています。
今回、表紙撮影でお世話になった千葉さんは、平成５年の大冷害の後もずっとササニシキ栽培
を続けているとのこと。栽培が難しいといわれるササニシキも見事な黄金色の稲穂が実ってい
ました。
ササニシキの作付けは1990年をピークに減少の一途を辿り、今では全国の米作付面積の１％
に満たないそうです。食の画一化が心配される昨今、新しいものを楽しみながらも昔ながらの味
も大事にしていければと思います。（Ｉ）
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