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父から教わった無言の愛情、妥協しない麺づくり
く ぼ

久保

ひさよし

尚義さん（羽衣製麺

代表）
「私は“お父さん子”でした」と公言
する尚義さん。お話を聞いているうちに
決して妥協しない麺づくりの神髄を“無
言”で伝えたお父様の偉大さがひしひし
と伝わってきました。
昭和20年の終戦時。尚義さんの父・尚
美さんは製縄や油紙温床（現在のビニー
ルハウス）づくりを業としていた。食糧難
で農家は思うように米が作れず、小麦を
作って粉に変えてお腹を満たした。そんな
とき町内農家の頼みで小麦を受け入れ、
主にうどんの乾麵作りを始める。
「父は米
一俵が60円だった時代に20万円（現在の
4000万円相当）もする製粉機を購入した
んだ」。相当な決断だったことは想像に難
くない。
「『親父の野郎、俺を見放したな』と
思ったよ」。25歳で麺づくりを任された。
父尚美さん60歳のとき。日頃の麺づくりに
関しては決して手を出さなかったという。
「でも本当に困ったときだけは手を貸して
くれた。今思うと私を成長させるためだっ
たんだなあと…」。
父尚美さんが大切に使い続けた製麺機
とは50年来、苦楽を共にしている。メンテナ
ンスも尚義さんが行なう。間近で見ると懐

●久保 尚義さん（羽衣製麺）
1941年 5人兄弟の二男として東川町で生を受ける。昭和25年「久保
製麺所」を開業。その後「羽衣製麺」に改称。現在、良きパートナーと共
に麺づくりを行なっている。また、三代目もスタンバイしている。趣味は
自動車のメンテナンス、写真、カラオケなど多彩。

かしい昭和時代を感じさせるが各パーツは
丁寧に磨かれている。まるで部品１つ１つか
ら「大切にしてもらっているよ」という声が
聴こえてくるようだ。
こんなエピソードがある。今から１０年ほ
ど前、古くからのご友人が製麺工場に訪れ

A.東川産の蕎麦と道産小麦のつなぎ粉で
打った
“五割そば”
。
B.上記Ａ
“五割そば”は町内「笹寿司」さん
でいただくことができる。
C.ご家庭でもうどんやラーメン、
そばを楽し
める。
D.挽いたばかりの東川産そば粉。その日の室
温や湿度で粉の状態も変わるため水の量で
こねる具合を決める。長年の勘が頼り。
E.長年連れ添ってきた製麺機。麺づくりは
二人の息の合った作業が求められる。
F.店先で見守る先代・尚美さんの銅像。
G.昭和41年に「久保製麺所」前を通りか
かった画家が描いてくれた水彩画。

A

めんたい

たときのこと。麺300食分を巻いた麺帯を
尚義さんが重そうに運んでいる姿を見かね、
“テコの原理”で移動するオリジナルの鉄製
器具を天井に設置してくれた。
「『それじゃ
大変だろう』って。わずか数メートルだけど

B

本当に助かったよ」。今でも現役で頑張れる
のはそのお陰だという。
「どんなに要望が増えても麺の大量
生産はしない」と言い切る。
「“料理は適
量”。自分の限界を超えて“儲けよう”と商

D

C

売をすると良い味は守れない」。提供する
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タイミングにも細心の注意を払う。麺は出来
上がった瞬間から徐々に美味しい味に成
長し、その後は味が落ちていくという。
「ま
るで人間の一生のように思えるんだ」。
長年の夢が叶い、本年11月から地元東
川産のそば粉でそば作りを始めた。つな
ぎ粉も道産小麦を使用。
「やはり東川町
産、北海道産という安心感は何ものにも

F

代えがたいね」。
父尚美さんの影響もあり自動車の修理
工になるのが夢だったと語る。
「ところでね
…私の趣味は自動車なんですよ」と話した
ときの笑顔は心なしか“少年”に見えた。
E

G

役場
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素敵なプレゼント
詳しくは裏表紙をご覧ください。

西3号

西4号

JAひがしかわ

〒071-1424
上川郡東川町東町2丁目3番17号
PHONE／FAX 0166-82-2156
●定休日 毎週水曜日

羽衣製麺

羽衣製麺（久保 尚義）

JA Topics 2014.12

「お米から生まれた日本の文化」

日本における米を中心とする食文化の始まりは「弥生時代」までさかのぼります。祭りや行事
などの習慣には古来の米づくりから伝承されたものが多くあります。

お正月

鏡もち
としがみ

年神さまへのおそなえとして、鏡に見立てた丸いおもちを用意する。

お正月は「年神さま」を迎えて
新年を祝い、健康や幸せを祈る行
事です。年神とはもともと稲を実
らせる“田の神”のことです。
鏡もちなどをお供えすること
で、田んぼでの昨年の収穫に感謝
し新しい年の収穫を願うのです。
また、丸い鏡もちには神の力が
宿るといわれてきました。
「お年
玉」という言葉も、神がお正月に
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たましい

としだま

魂 （歳 魂）を与えるという考え

方から始まったものです。

お年玉
今ではお金を配るが、昔はおもちを配っていた。

お雑煮

おもちを汁に入れて、年神さまといっしょに食べる。

お花見
毎年、春に花を咲かせる桜は本当にきれ
いですよね。実は昔、田の神のことを「さ」
、
座る場所のことを座（くら）と呼んでいた
そうです。
つまり、桜「さ・くら」の木の下で行な
われている「お花見」は、“田の神”が座る
場所に神様をむかえ、お酒や料理でもてな
すという文化から来ているともいわれてい
ます。

JA Topics 2014.winter

Do you know JA?

管理業務編
●ＪＡひがしかわの「管理課」は、どんな部署？
管理課は、主としてＪＡの各事業を支援する業務などを行なっています。

●具体的にどんな業務をしているの？
主に組合員の皆さまの出資金、建物や機械など固定資産の総括管理、皆さまからお預かりした預金
の管理運用、理事会や総代会の運営、無線放送業務などを行なっています。
また、農業者の労災保険・雇用保険の窓口業務、ＪＡグループである㈱農協観光の旅行のお申込み受
付けや航空券・ＪＲ券の取次ぎ業務、さらにＪＡ事業の原点となる“人づくり”に係わる業務など多岐に
亘っています。

●ＪＡひがしかわ 管理課より
私たち管理課職員は、地域に親しまれるＪＡひがしかわを目指しています。組合員のご加入や出資金
に係ること、各種旅行に関するご相談など、お気軽にお問い合わせください！

●ＪＡひがしかわ 管理課の取り組み

「大雪清流てっぺん
祭り」などの事務局

組合員さんの資格
などに関する相談業務
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ビジネスマナー
講習会の様子

組合員のご加入や旅行などに関するお問い合わせは
ＪＡひがしかわ管理部 管理課（0166－82－2121）へ

管理課スタッフ

ニア野菜ソムリエ
ジュ

当JA職員「なべこ」こと

渡辺奈保子がお奨めするレシピ

No.10

しばれほうれん草のしゃぶしゃぶ

20 分 1 人分 130 kcal

所要時間

冷え込む季節には、
やはり「お鍋」です。
たっぷり野菜を食べられる“ヘルシーで簡単”なレシピ。冬季限定「しばれほう
れん草」の甘みと歯ごたえのある食感をお楽しみください。

INGREDIENTS
2 人分
しばれほうれん草

2 株分

人参

1/2 本

しめじ 1 パック
白菜

1/4

軟白長葱

1/2 本

豆腐

半丁

しらたき
ポン酢

1袋

PROCESS
1
2
3

しばれほうれん草は、よく洗って根を落し大きめに切っておく。
鍋に水をはり中火にかけて沸騰したら、しばれほうれん草以外の材
料を入れる。
全体的に火が通ったら、しばれほうれん草をお湯につけて “ しゃぶ
しゃぶ ” し、野菜とともにポン酢をつけていただく。

適量
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●来歴

ほうれん草の原産地は西アジア。イラン（ペルシャ）を経由してアジアでは東洋種が、ヨーロッパでは西洋種が

生まれました。日本への伝来は 16 世紀の中頃で、現在は東洋種のと西洋種の交配種が主流となっています。
●東川産しばれほうれん草の特徴

い

縮みほうれん草とも呼ばれる「しばれほうれん草」
。東川町では北海道の方言「凍てつく」を意味する “ しばれ ”

を用いています。ほうれん草は寒気に当てることで凍結から身を守ろうと葉を縮めます。そうすることで、夏のほう
れん草より葉に厚みがでて、甘く、柔らかいが歯ごたえのある食感になります。
●選び方

葉先がピンとみずみずしく、濃い緑色をした肉厚なもの。根の赤みが強く、切り口が大きいものを選ぶと良い

です。
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●食育コ
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校の取組

学
私たちの

ます
い
ゃ
ち
教え

!

⑩～東川第二小学校の巻～

「地産地消～楽食を学食に～」
スイートポテト作り

東川第二小学校では，年間を通じて「食育」に関する様々な取組を推進しています。本誌創刊号
でご紹介させていただいた年２回の「お弁当の日」の取組の他，ランチパックやバイキング給食のメ
ニュー作りや，旭川大学短期大学部教授 豊島琴恵先生による地産地消をテーマにした調理実習な
どがあります。
そして各学級では，学校グラウンド横にある「ちびっこ農園」にお
ける栽培活動を通して食育に取り組んでいます。今年度も，さつまい
も，ミニトマト，じゃがいも，とうきび，枝豆，かぼちゃなど，学級で育
てる作物が所狭しと並んでいました。水やりや雑草抜き，収穫作業，
整地，調理作業などを通して，働く喜びや作物が成長する喜び，自然
の恵みを感じる心，一連の活動で育まれるコミュニケーション能力等
を培っています。
「ちびっこ農園」でのさつまいも収穫
その中で子どもたちが最も意欲的
にのぞむ調理実習では，
サラダ，ポテトチップス，スィートポテト，いもだ
んごなど，様々なメニューに取り組みました。実際に行なう調理活動は，
子どもたちにとって貴重な体験となります。目で見て，耳で聞き，さわり
心地や，味や香りを感じます。また様々な食材や調理器具に触れ，役割
を分担しながら調理を進めていく過程を経ることで，自信や興味が芽生
え，次の活動への意欲も高まっていきます。それは「お弁当の日」などの
いもだんご作りの様子
家庭での調理や，将来の自立した生活にもつながっていきます。
ちびっこ農園で育んだ自然の恵みは，豊かに実り，学校の中で学びという栄養となって形を変えまし
た。まさに東川第二小学校における地産地消です。楽しく食べる食育事業が，たくさんの行程を経て，
楽しく学ぶ食育事業へとなるよう今年度も学校，学級の中で取組を進めています。

いきいき 暮らしメモ
「肩凝りの対処法」
「肩凝り」とは、首や肩に起こる「不快感」や「こわばり」などの総称をいいます。肩に痛みがあって腕
が上げられない場合は、
「五十肩」である可能性があります。首や肩は、約6～7㎏ある頭と、片方約3～4
㎏ある腕2本を支えています。つまり、首や肩の筋肉には合計で約15㎏もの負担が常にかかっており、そ
のために緊張してこわばりやすいのです。肩凝りを解消するには、首や肩の筋肉にかかる負担をできる
だけ軽くすることが重要です。
日常生活での料理やパソコン作業などで長時間同じ姿勢が続くときは、1時間に1回ぐらい作業を中
断し、肩や首を動かして、筋肉の緊張を取るようにしましょう。
私が推奨するのは『みんなの体操』です。ＮＨＫ教育テレビで朝6時25分より放送し
ています。首や肩の運動が多く組み込まれていますので、肩凝り解消に役立ちます。
佐久総合病院名誉院長

●松島松翠
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プレゼント!

今回の特集記事にご登場いただきました「羽衣製麺」さんの「東川
産そば粉と道産つなぎ粉の五割そば（6食分）」
（1,200円相当）を合
計25名さまにプレゼントします！ 応募方法は次の2通り。皆さんふ
るってご応募ください！ ※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

官製ハガキでチャンス!
ご希望の方は官製ハガキに以下の内容を記入のうえ、平成27年1月31
日まで（消印有効）にご応募ください。
■宛先

〒071-1495 東川町西町 1 丁目 5 番 1 号
JA ひがしかわ「東川米（マイ）タウン」プレゼント係
■記入事項 ○「東川米（マイ）タウン」へのご意見・ご要望 ○郵便番号
○住所、氏名、性別、年齢、世帯主 ○電話番号
※１世帯につき１枚のご応募とさせていただきます

ご利用
でチャンス!
チャンス!
ご利用で
下記の期間中に対象となる事業をご利用いただいた方に応募券を差し
上げます。必要事項を記入の上、当JA職員にお渡しください。
第9号（2014.Autumn）
「 官 製 ハ ガ キで チ ャン
ス!!」のプレゼントに、た
くさんのご応募ありがと
うございました！

■期
間 平成26年12月13日から平成27年2月28日
■対象となる事業 ○自動車のご購入 ○車検のご利用 ○タイヤのご購入
○オイル交換のご利用 ○JAローンのご利用（住宅・マイカー・教育ほか）
○准組合員へのご加入 ○IZA カードの新規ご契約
○JA カードの新規ご契約

JAの組合員になりましょう!!

読者の声
第9号（2014.Autumn）で「官製ハガキでチャンス！！」のプレゼントに、本当に多くの
ご応募・ご意見をいただき感謝しております。いただいた「お声」を少しご紹介しますね。
●大黒さんのお寿司は大好きです。ネタ、シャリその他の料理も絶品。お客様に対する姿勢
や、同じ味を提供し続けることに素晴らしいと感心させられます。
（60代、女性）

◆ありがとうございます。私たちも取材を通じて味を守り続けることの大変
さ、お客様への心遣いなどを勉強させられました。(^^)
●ブロッコリーの茎きんぴらを作ってみました。食材をムダなく使い、美味しくいただくことが
何気なくできる日々にしたいと思います。
（50代、女性）

ご融資・ローンを

組合員向けの金利に!
組合員金利が設定されている商品に限ります

◆さっそく実践いただきありがとうございます。日常の調理で、まだまだ私た
ちが気付かない“活かせる素材”があるのかもしれませんね…。発見したとき
は是非、教えてくださいね )^o^(

がん検診を助成 !

●今回の食コーナーは、こんな深い、温かい心遣いがあったことを知ることができて本当に良
い記事でした。ぜひ、子ども達にも伝えて健やかに育っていってほしいです。
（40代、女性）

◆「羽衣田」の歴史をご紹介することができました。本年で「羽衣田」は無く
なりますが、東川小学校に隣接した敷地内で「学校田」として生まれ変わるそ
うです。また新たな歴史が作られることでしょう。

指定病院に限ります。一部検査は助成の対象外となり
ます。准組合員の場合はご本人のみ対象となります。

スタンド給油券もしくはホクレンショップ商品券などの

プレゼント

粗品を

●7月に東川町へ引越しをしてきたばかりですが、オールカラーの季刊誌、楽しく読ませてい
ただきました。その際にいただいた「東川米」もとても美味しかったです。
（30代、男性）

1,000 円相当

当JAの業績に応じて
出資配当も!

◆ありがとうございます。そして東川町へようこそ！これからも本誌を通して町
の農業、そしてこの町で暮らす方々をご紹介して参ります。

平成25年度の配当率は1.5％。但し配当の有無・
配当率についてお約束するものではありません。

●「東川米」は平成24年5月に、北海道のお米では初めて地域団体商標登録されました。
本コミュニティ誌「東川米（マイ）タウン」は、「東川米」ブランドと、わが町｢マイタウン｣を掛
けてネーミングしました。
●季刊東川米タウン 第10号 2014年12月13日発行
●発行元/JAひがしかわ絆づくり推進室 〒071-1495上川郡東川町西町1丁目5番1号
●デザイン・印刷/公園前グラフィクス

東川町内にお住まいで当ＪＡの各事業を
ご利用いただける方は准組合員になれま
す（1口1,000円から。但し出資金には上限
があります）。
町外にお住まいでも一定の要件を満たす
ことでご加入いただけます（例：灯油の定
期配送、プロパン、車検のご利用など）。

問い合わせはＪＡひがしかわ管理課

0166-82-2121まで

TEL.0166-82-2129

●発行人/樽井

功

