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米どころ東川町のもみ殻は、“ 黄金の宝 ”
のざわ

能沢

はやひと

勇人さん（有限会社 ノザワ物産

代表取締役）

もみ殻をすくい上げた両手は労働の
証。インタビュー中に時おり見せる気さく
な笑顔。
「自分は父が築いたものを引き
継いでいるだけ」と謙遜するなかにも揺
るがない信念を感じました。
「嘘、偽りなく、誠心誠意相手に接したい」。
2011年3月11日に発生した東北地方太
平洋沖地震から２か月後。被災地の宮城
県女川町で被災者が悪臭に悩まされて
いるという話を耳にする。すぐに現地に
行き消臭液を散布したいと思った。自社
製品「もみ酢液」は殺菌・消臭効果が高
い。でも現地での単独行動には限界があ
る。狭間で悩んでいるとき商工会青年部
ＯＢの仲間から「一緒に行こう」の一声。
「もみ酢 液」をフェリーに積み込 み出
発。女川町職員の方と共に散布作業を行
なった。現地の方が「匂いがなくなり眠
れるようになりました」と声を掛けてくれ
た。
「行って良かった。友達、先輩って本
当に良いなと」。
福島第一原子力発電 所被 曝を契 機
に、もみ殻を炭化させた「くん炭」が 内
部被曝した際にセシウムを吸 着する効
果があることが注目され始めた。
「気づ
かないうちに身の回りの自然体系が壊さ
れていると思うと歯がゆいね」。
●能沢 勇人さん（有限会社 ノザワ物産 代表取締役）
1965年 3人兄妹の長男として東川町で生を受ける。東川高校を卒業
し、遠軽職業訓練校（測量科）修了後にノザワ物産入社。2001年から
代表取締役に就任。主にもみ殻を使った無公害製法で開発した有機環
境資材を販売する。
東川町商工会理事、東川消防団第一分団分団長、東川町写真の町実行
委員会企画委員などを務める。

父・勇(いさむ)さん、母・涼子(りょうこ)さ
んは2001年に共に“直腸がん”で他界。
主力商品「もみ殻くん炭」は勇さんが、生
前に約3年越しで開発、製品化にこぎつけ
た。勇人さんが生前にお父様から聞いた
話はおよそ次のようなものだった。

A.商品原料となる｢東川米｣のもみ殻。あらた
めて貴重な天然資源として注目されている。
B.赤々と炎を立てる「くん炭製造装置」。
300℃から400℃以下の低温でもみ殻を
炭化させる。
C.燃焼過程で抽出した「もみ酢液」をバケ
ツ内に溜める。酢酸、フェノール類など200
種類以上の成分を含んでいる。
D.袋詰めを終えた「くん炭（ライスコール）
」。
E.東5号の「籾ガラ利用開発センター」。壁
面の排煙跡は“製造の証”
。
F.2011年5月、宮城県女川町での消臭液散
布活動の様子。流された車が津波の激しさ
を物語る。
G.事業所内にディスプレイされた商品。写
真左のペットボトルが「もみ酢液」。

勇さんが幼き頃…。
「もみ殻ストーブ」
の外に張り出しているＬ字型煙突の角
から地面にポタポタと垂れている液体
B

に目が留まる。その下の地面はある時は
全く草が生えなかったり、ある時は周囲
の５倍近くも草が生い茂る。
「これって
A

何？」。
50年余りが過ぎ、勇さんは東川農家か
ら無償でもみ殻をもらい、幼い頃に見た
“ポタポタ”を何度も再現していたとい
う。私財を投入して北海道内の幾つか
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の大学に実証試験も依頼した。具体的
な効能が実証されると、取引メーカーか

D

ら声が掛かるようになった。もみ殻を焼
くときに出る煙を冷やすと出る原液は強
酸性。弱酸性になるに従い作物が育ち
やすくなる。
「当時、じゃま者扱いされて
いたもみ殻は親父には“黄金の宝”に見
えたと思う」。

C

E

F

G

勇人さんの自然環境や健康に対する
思い入れは人一倍強い。
「今、僕らが飲
んでいる水は100年前の恩恵。未来の自
然を守るために僕らがしなければならな
いことがあるはず。ＪＡさんもその一翼
を担っていると思いますよ」。
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大黒寿し

東川郵便局
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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

〒071-1423
上川郡東川町東町1丁目17番5号
PHONE 0166-82-2628
FAX 0166-82-5658
●営業時間 10：00～17：00
●定休日 土曜日・日曜日・祝日

羽衣製麺
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東川中学校

勇人）

ノザワ物産

有限会社ノザワ物産
（能沢
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｢日本酒」
のことを知ろう ～①「日本酒」の原料と「東川米酒」～

今、海外では食中酒として“ＳＡＫＥ”
（酒）の人気が高まっています。今回はあらためて「日本
酒」の奥深さをご紹介します。

Q「日本酒」は何からできているの？
、お
A 日本で古来から飲まれている日本酒は「お米」「
東川米

水」、
「米こうじ」で作るとてもシンプルなお酒だよ。
材料はシンプルでも「お米」の出来や気温で出来上が
りが大きく変わるんだ。

メモ

はっこう

じょうぞう

発酵作用を応用して、お酒などを造ることを「醸造」といいます。

米こうじ

Q「東川米」を使った「日本酒」
って売っているの？
A オエノングループの北の誉酒造株式会社さんが、東川町内で収穫した「東川米」を 100% 使っ

て造られたお酒を販売しているんだ。それぞれ特徴がある味わいだよ。

じゅんまいしゅ

純米酒・生酒

ほんじょうぞうしゅ

本醸造酒

じゅんまいしゅ

純米酒
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お酒は20歳になってからだよ！
くわしくは北の誉酒造㈱さんの
ホームページ
http://www.kitanohomare.
com/
を見てね！

なまざけ
東川米

メモ

「日本酒」は原料 ( げんりょう ) や造り方によって区別されています。
「純米酒」は「お米」、
「お水」、
「米こうじ」のみで造られています。一方、
「本醸造酒」はお米の外側を 3 割以上削っ

て、米こうじ、お水、さらに醸造アルコールで味を整えたお酒です。「生酒」は日本酒ができるまで全く加熱しないお
酒のことです。

だいぎんじょうしゅ じゅんまいだいぎんじょうしゅ ぎんじょうしゅ とくべつほんじょうぞう とくべつじゅんまいしゅ

その他にも、大吟醸酒、純米大吟醸酒、吟醸酒、特別本醸造、特別純米酒などがあります。

Q どこで購入できるの？
A 東川町内ではホクレンショップひがしかわ店、スパーひがしかわ店、

東川振興公社で取り扱っています。

次号（～② ｢東川米」の清酒ができるまで～）でお酒造りを詳しく紹介するよ。
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あったのです！

約
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昭和50年11月、落成式を待つ新事務所。

19
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始め、さらに組合

昭和 年に「鴻之
（農協の前身）が
旧事務所は農業会
料
取り、解体した材
ラブの建物を買い
舞金山」というク
東
、昭和 年 月に
す。農業会解散後
で建築した建物で
物
設立され、この建
（旧東川農協）が
川村農業協同組合
。
を引き継ぎました
朽化が目立ち
頃から、建物の老
年を経た昭和 年
始
」という意見も出
員さんから「狭い

実はこんなことが

40

23

めました。
の整備を優先し、
産基盤となる農地
しかし、農家の生
日に旧事務所を取
いた昭和 年 月
これらの目途がつ
し
落成式」を迎えま
日に新事務所の「
り壊し、翌 月
新
る大工事でした。
月もの期間を要す
た。建設には か
新
して立てられ「斬
な建築技術を駆使
たな事務所は高度
。
われたものでした
なデザイン」と言
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施設を紹介します！

「JAひがしかわ事務所」

JAひがしかわ

第1回

今回から“新コーナー”となります。当 JA の施設や備品などをご紹介し、それを
巡る出来事や背景などを辿 ( たど ) ってみたいと思います。第 1 回目は事務所です。
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昭和50年10月、取り壊し前の旧東川町農協事務所。
「古き良き時代」を偲ばせる。

平成27年3月、現在の事務所全景

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.11

わさび菜の生春巻き

もう一品という時の、簡単で鮮やかな野菜レシピ。生で食べられるわさび菜
は、葉が柔らかくピリッとした辛みが特徴です。また、老化やがんの予防に効
果がある “ビタミンC、B2、A”などのビタミン類が豊富に含まれています。

INGREDIENTS
2 人分
わさび菜
エビ
はるさめ
ライスペーパー
酢
砂糖
つけダレ
ごま油
醤油

｛

15 分 1 人分 183kcal

所要時間

20ｇ
4尾
10ｇ
4枚
15ml
15ml
5ml
20ml

PROCESS
1 エビは殻を剥き半分の厚さにして色が変わる程度にサッと茹でる。
2 はるさめも表記通りの時間茹でて、十分に水気を切ってから 3㎝程
度の大きさに切る。
3 わさび菜は洗って葉の部分を３㎝に切っておく。			
4 ライスペーパーは 40℃のぬるま湯にくぐらせてお皿に広げる。
5 具をのせてきつめにくるくる巻いて完成。				
6 調味料を混ぜ合わせたつけダレでいただく。
（酢 3 : 砂糖 3 : ごま油 1 : 醤油 4）
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●東川産わさび菜の特徴

春、秋、冬に出荷があり、寒くなるにつれてギザギザが細かくなります。ほんのりした辛さが特徴であり、生食

でバリバリした歯ざわりが楽しめ、一度は生食で食して頂きたい野菜です。辛みが苦手な方は味噌汁等火を通す
調理法にすると辛さが和らぎます。
●選び方

緑色が鮮やかで葉のギザギザが細かく先端まであってみずみずしいものを選ぶ。黄色に変色して萎れているも

のは避ける。
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⑪～東川第三小学校の巻～

「ふれあい祭り」
～地域の方々との交流を通して～

学習園収穫作業の様子

私たち第三小学校では、毎年9月「ふれあい祭り」を開催しています。
「ふれあい祭り」とは…。
毎春（4月29日・環境整備）、地域の方々にお手伝いをいただき、
ビニールハウスが完成し、学習園の耕作が完了します。子どもたち
は、縦割り班で話し合い、栽培する作物を決めます。ジャガイモ、ト
ウモロコシ、枝豆など、ポピュラーな作物の他、昨年は、サツマイモ
にチャレンジした班もありました。
定植・種まき、草取りなどは、喜楽ほのぼのクラブ（シニアクラ
ブ）の方々にお手伝いしていただきます。こうして収穫した野菜を、

「ふれあい祭り」楽しい食事

子どもたちの手で調理して、お世話になった方々を学校にお招きし、ともに味わうのが、
「ふれあい祭
り」なのです。
「やすらぎ読書（読み聞かせ）」のボランティアの方々も
招待し、楽しいイベントになりました。
その他にも、第三地区コミュニティセンターの農園で行う芋掘りに
招待していただいたり、児童数分のハロウィンカボチャを寄贈していた
だいたりと、三小っ子たちは、大地の恵みとふれあう機会が盛りだくさ
ん。地元の方々の温かい心遣いに感謝です！
中学年のジャックオーランタン

いきいき 暮らしメモ
「肺炎と予防接種」
日本では、肺炎で年間12万人が亡くなっています。死因順位では、がん、心臓病に次いで第3位となっ
ています。そして、肺炎による死亡は高齢者になるほど多く、65歳以上が97％と大部分を占めていま
す。なぜ高齢者に多いのかというと、高齢者は肺炎を起こす病原体が気道に侵入したとき、それらを排
出する力が衰えていること、高齢により全身の免疫力が低下していることが挙げられます。
さて、肺炎を防ぐ予防接種ですが、まず「インフルエンザワクチン」の接種をします。これはインフル
エンザにかかると、それが肺炎を起こすきっかけになりやすいからです。次に肺炎の直接の原因になり
やすい肺炎球菌の感染を予防するために「肺炎球菌ワクチン」の接種をします。
インフルエンザワクチンは、毎年流行するウイルスの型が少しずつ変化するので、毎年接種すること
が勧められます。肺炎球菌ワクチンは、1回接種すると約5年間有効であるとい
われています。この二つのワクチンを接種すれば、肺炎の発症を完全に予防する
ことは無理にしても、重症化や死亡を抑えることは期待できます。
佐久総合病院名誉院長

●松島松翠

東川町民の方で「高齢者用肺炎球菌ワクチン」接種をご希望の方は東川町保健福祉課 保健指導室（0166-82-2111）
にお問い合わせください。
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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「(有)ノザワ物産」さんの
「ライスコール もみ殻くん炭 80ℓ入」と「ホッカイケムロン もみ
酢液 1ℓ」のセットを合計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4月30
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10号（2014.Winter）
「 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27年3月14日から平成27年5月31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10号（2014.Winter）で「官製ハガキでチャンス！！」のプレゼントに多くのご
応募・ご意見をありがとうございます。皆さんからの「お声」をご紹介します。
●平成6年に東川に移住。すぐそばにこんなにずばらしいお店があるとは…「どんなに要望が増えて
も麺の大量生産はしない」の精神に感動！また、東川の自慢話が出来ました。
（60代、女性）

◆おハガキありがとうございます。久保さまへのインタビューを通じて、食を生
産・加工する立場にある方々が、消費者の皆さまの安心・安全・満足を第一に
考えることの大切さを今一度考えさせられました。(^^)

ご融資・ローンを

組合員向けの金利に!

●さっそく、ほうれん草のしゃぶしゃぶを食べてみました。美味しかったです。
（80代、女性）

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。これからも旬の風味を生かすこ
とができるレシピをご紹介して参りますね )^o^(
●私は隣町の東神楽町に住んでいますが、よく東川のお店に食べに来ます。大変美味しいです。
（60代、男性）

◆東川町には様々なジャンルの飲食店が増えてきています。いずれ新たなお店
などもご紹介したく考えています。お楽しみに！

がん検診を助成 !
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

●東川米タウン、いつも楽しく読ませてもらっています。お米大好きです。毎月楽しみにしております。
私共は昨年11月に宮城県から東川町に転居し、早くも１年を過ごしました。引越しの際にいただいた
「東川米」も大変美味しかったです。東川町は楽しいことも沢山あって、とても気に入っています。

プレゼント

粗品を

1,000 円相当

当JAの業績に応じて

◆東川町の魅力を見つけていただき嬉しく思います。筆者は昨年9月に宮城県女
川町「おながわ秋刀魚収穫祭」に“東川農産物コーナー”として参加する機
会がございました。2011年3月11日の東北大震災から４年。あらためて被災
された方々にお見舞い申し上げます。

出資配当も!

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11号 2015年3月14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

