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母の“削り節”が教えてくれた進むべき道
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Ａ.「豊島ゼミ」の生徒に葱苗の移植
を指導。
B.ゼミ集大成「惣菜店KOTOちゃん」
出店後の集合写真。
C.旭川ケーブルテレビ番組で町外生
産者にインタビュー
D.10年前の卒業生が家族連れで自
宅に訪れる。豊島さんが望んでいた
「夢」でもあった。
Ｅ.東川第二小学校での料理体験教
室。子ども達の熱心さに充実感をにじ
ませる。

[ コラボ de JAひがしかわ ]

母の “ 削り節 ” が教えてくれた進むべき道
とよしまことえ

豊島琴恵さん（旭川大学短期大学部 食物栄養専攻教授

管理栄養士）

家庭料理に親しんで育ったこともあり
調味料にはこだわる。お味噌汁の出汁は
昆布と削り節…。

A

ぎる頃にはその差は歴然とします」。
お父様は中学校教師だった。1987年に
52歳で他界。琴恵さん二十歳のとき。
「小
さい頃、お正月などは父の教え子達が自

かつて、札幌で一人暮らしをしている

宅によく遊びに来ていた。にぎやかな家

母に会いに旭川市から帰省した。久しぶ

庭が焼き付いて離れない」。父と同じ教

りに母が作ってくれたお味噌汁を口にし

師となった今、教壇に立って感じることが

た瞬間、味の違いに驚く。化学調味料を

ある。学生達の食に対する関心の低さ。

使ったことを問い詰めると『あら、分かっ

「そもそも“何が良いのか”さえ分からな

ちゃった？』の返答。
『あれだけこだわっ

くなっている。栄養価の計算が出来ても

て出汁を取っていたのに』と思わず怒って

駄目」。2005年、東川町にマイホームを建

しまったという。
「今まで当たり前と思っ

てたときのテーマは“皆でワイワイと”。今

ていたことが、当たり前ではないことって

では頻繁に学生や卒業生が遊びに来て

あるんですね。きっと母も歳を取って面倒

食事を共にしている。父の姿を見て、教壇

になったのでしょう」。

から一方的に話すよりも自宅で寝食を共

3年前にお母様がご病気になり特別養

B

波の音を聴きながら育った。でもいつ

対する食にも関心を持つように。今一番

しか山並みの雄大さにひかれる自分がい

の関心事は“高齢者への食べさせ方”。

た。東川町を訪れたとき旭岳を見て〝こ

昨今急増している“有料老人ホーム”には

の町に住みたい〟と思うように。その思い

栄養士を置くことが求められていないた

を口にすると、不思議と住宅を紹介してく

め基本的に味付けがバラバラと嘆く。
「福

れる人、図面を製作してくれる人が現れ

祉の食事が別個に扱われている感覚が

た。

あった。大事なのは最期までいかに食べ

「夢を言葉にするって大切なことです

るか。そのためには形状・栄養価・食べさ

ね」。
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E

とができない母が『そうしなさい』と言っ
ている気がする」。
あると言い切る。
「きちんと食べる生徒は

頃から料理を経験している子は先を考え
ながら行動することができる。18歳を過

https://www.asahikawa-u.ac.jp/
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きちんと挨拶もできるし集中力もある。コ

旭川大学短期大学部
永山東小

社会生活に求められる根源は“食”に

永山駅

●豊島琴恵さん（旭川大学短期大学部 食物栄養専攻教授 管理栄養士）
1966年 釧路市出身。2004年、北海道大学水産科学研究科博士課
程修了、水産科学博士。東川町学社連携推進協議会企画委員。現在、旭川
大学短期大学部の教授として教壇に立つ傍ら「生産から消費のつながりを
考えた食環境のあり方」をテーマに数多くの講演を行なっている。
旭川ケーブルテレビ『コトちゃんの逸品食材見ぃつけた』にも出演し、地
元農家や生産者宅を訪れて旬のモノを食べることの大切さを精力的に伝
えている。

D

にすることが一番という確信がある。

護老人ホームに入居したことで高齢者に

せ方など工夫と根気が必要。今は話すこ

C

至層雲峡

～インタビューの詳細を掲示します！～
豊島琴恵さんへのインタビューの詳細を掲示します。
是非、足をお運びになりご覧ください。
●期間：6月18日（木）から7月9日（木）まで
●場所：JAひがしかわ「笑味ちゃん家」
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｢日本酒」
のことを知ろう
こうじ

もと

しゅせんかん

ジアム「酒泉館」

今回はＪＡひがしかわ事務所前のブロンズ像「愛と希望」をご紹介します。

づく

1 精米

おいしいお酒にするた
めに原料となるお米の
胚芽や表層部を精米し
て雑味を取り除く。

せんまい

農民像『愛と希望』」

つく

お酒づくりの極意は「一 麹 、二酛、三造り」といわれているんだ。とくに麹づくり、酛づくり
は日本酒の風味を大きく変えるほど大切な作業といわれているよ。
今回、北の誉酒造株式会社さんにご協力をいただき「東川米」清酒ができるまでをインタビュー
しました。
せいまい

第2回「JAひがしかわ事務所前

北の誉酒造りミュー

～②「東川米」清酒ができるまで～

施設を紹介します！

「精米」を終えて
「洗米」を待つお米

しんせき

2 洗米・浸漬

ぬか

お米の表面についた糠
を洗い流して水を吸収
させる。
洗米用タンク。どのお米
が入っているか分かるよ
うに番号がついている。

6 もろみ造り
酒母に蒸米・米麹・仕込み
水を加えて三段階で仕込む。
日を追って初添（はつぞえ）、
仲添（なかぞえ）、留添（と
めぞえ）と呼ばれている。
初添後に一日置くことを踊
り（おどり）という。低温
発酵が大事で室内は最高で
も 15℃に抑える。

農協役職員、関係者らが集い
農業の将来と飛躍を祈願した。

しぼり

7 上槽
約 20 日から 30 日間で発酵
させた「もろみ」を槽（ふね）
と呼ばれる圧搾機でしぼる。

むしまい
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3 蒸米

お米を約 50 分間かけて約 102℃の蒸気で蒸し、
麹の酵素作用を受けやすくする。

ちょぞう

左は製作前に松田与一氏が描いたデッサン、
右は完成後にたたずむ同氏（当時53歳）

じゅくせい

8 貯蔵・熟成

あったのです！

こうじ
しゅっか

蒸米に麹菌の胞子をふ
りかけ「麹室（こうじ
むろ）
」という専用部屋
で米麹づくりを行なう。

かてい

9 出荷⇒家庭へ

「酒泉館」にディスプレイ
された「東川米」清酒。

続けていま
）
ご逝去、享年 歳
平成 年 月 日
（※松田与一様は

しぼったお酒を貯蔵タンク
に移してじっくりと熟成さ
せる。
貯蔵タンク。明治35年に建
てられた蔵の中に納められ
ている。

4 麹
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「麹室」。温度と湿度を調整しながら 2 昼夜かけて
造る。お酒の味を決める大事な作業。

実はこんなことが

年が経過し、
東川町開拓から
農協事務所新築や
りました。こ
昭和 年、前年の
う」との声が高ま
よ
の記念像を建立し
頼したのです。
節目として「農民
与一氏に製作を依
農民彫刻家、松田
し、息子の将
れを受けて町内の
の屋根大雪を指差
を〝男性は北海道
、大地に
く
如
松田氏はデザイン
を抱き寄り添うが
教え、女性は稲穂
した。
ま
来の歩むべき道を
徴しよう〟と決め
象
え、米の町東川を
部抜粋
しっかり足をふま
しています。※一
間を次の通り回想
同氏は除幕式の瞬
思いが、走
かった製作当時の
私は彫塑にとりか
まるのを
●「除幕の瞬間、
気し、体の引き締
をかすめ、顔が上
馬灯のように脳裏
く作品。郷
覚えた」。
世代と共に残りゆ
さまの目にふれ、
の想い出
●「いつまでも皆
離れた人々も故郷
母なる大地、遠く
土東川は住みよい
いでも
な作品が作者の願
に残る作品、そん
ありました」。
今も私達
は
たむけたブロンズ
松田様が情熱をか
絆〟を伝え
誇り〟と〝家族の
に〝農業に対する
す。

出来上がった「蒸米」。
杜氏は蒸し上がったお
米を手で練って感触を
確かめる。

昭和51年9月13日に行なわれた除幕式。
左が30区正満正義さん、右が46区（現在のノカナン地区）井沢智恵子さん

圧縮機からお酒と酒粕を分
ける。写真は取り出した酒
粕。
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89

もと

しゅぼ

5 酛（酒母）
蒸米・米麹・仕込み水
に酵母を加える。お酒
の元になる。
酛 ( もと )。アルコールを作
り出す微生物「酵母」を 2
週間程度で培養させたもの。

いつも美味しい「東川米」をご

北の誉酒造株式会社
提供いただいき感謝しています。 生産部長
私達はより美味しい日本酒を造

るためにこれからも頑張ります。

土屋 寿範

様

皆さんで「東川米」清酒を飲ん
でいただければ嬉しいです。

[ JA トピックス ] から

素敵なプレゼント
詳しくは裏表紙をご覧ください。

80

これからも仲睦ましく旭岳を見つめる

ニア野菜ソムリエ
ジュ

ー●

トマトオムレツ

当JA職員「なべこ」こと

渡辺奈保子がお奨めするレシピ

No.12

10 分 2 人分 220kcal

所要時間

トマトが入った新しい食感のオムレツです。トマトは、ビタミンＡ、Ｃが豊富な
ほか、
トマトの赤い色素成分である“リコピン”を含んでいます。“リコピン”には、
がんや動脈硬化を防ぐ作用があり、加熱してもあまり減少しません。また、炒め
たり煮込んだ料理はリコピンを効率よく摂取できます。
「トマトオムレツ」で美
味しく夏を乗り切りましょう！
INGREDIENTS
2 人分
トマト
卵
塩
こしょう
牛乳
ツナ缶
バター
コンソメ

１個
３個
少々
少々
大さじ１
１缶
１０ｇ
少々

PROCESS
1 トマトを湯むきして、ゼリー状

ーナ
●食育コ

、

校の取組

学
私たちの

ます
い
ゃ
ち
教え

!

⑫～東川第一小学校の巻～

「美味しい笑顔で、
いただきま～す !」

一小っ子は，食べる事が大好きです。そして作ったり，食べ物について調べたりと食に関する取り組
みをいろいろしています。今回はその中の3つを紹介します。
●全校で調理体験「炊事遠足」
1～6年生の縦割り班でキトウシキャンプ場に行きました。班ごと

を取り除き、１cm 角に切る。

にメニューを決めて前日には，高学年がホクレンショップで買い物を

2 ツナ缶の油をきっておく。		

します。当日は炭を起こし，飯ごうでご飯を炊きます。1年生も玉ねぎ

3 卵、塩、こしょう、牛乳、①②

の皮むきやお米とぎなど大活躍です。毎年の行事として生徒の成長

を混ぜて、バターを熱したフラ

ジャンボ一小巻き

する姿がとても頼もしいです。

炊事遠足

イパンに流し入れ、三つ折りに
する。

●給食前の「ミニ食育」
毎日「いただきます」をする前に、給食当番の児童がメニューの紹介
と共にミニ食育を発表しています。内容はその日の食材の栄養や、料
理名の由来、食育クイズなど様々です。冬休みには全校児童が宿題で
絵日記風にまとめてきました。自分の作った料理やお母さんの得意料
理の紹介や、とても難しい栄養を調べてくるなど食に対する興味がと
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ミニ食育

ても深まっていることは嬉しいことです。

●地域と共に「ジャンボ一小巻き大会」
自分たちで育てた、お米・干ぴょう・椎茸・大豆を使った、のり巻き大会も今年で4回目となり、目標
や内容も毎回変化しています。次回は来年の1月24日(日)に実施します。

いきいき 暮らしメモ
●来歴

中南米のアンデス高地が原産とされていますが、メキシコという説もあります。日本への

伝来は江戸時代。青臭く、真っ赤な色が敬遠されて当時は観賞用でした。食用となったの

は明治以降で、さらに日本人の味覚にあった品種の育成が盛んになったのは昭和に入ってからでした。
●東川産トマトの特徴

本町では病気に強く甘みと酸味のバランスが良い品種を作っています。さわやかな風味が食欲をそそり、中には

ゼリー状のものがキレイに入ってみずみずしく、口の中でうまみがあふれ出します。リピーターも多く大変人気があ

ります。

●選び方

皮にツヤがあり、赤色が均一でヘタはピンとしていて萎れていないもの、手にとってずっしりと重いものは、水

分が詰まっていて果肉が緻密です。角ばったものは中が空洞になっているので注意。

「夏を一つまみ」
蒸し暑い季節、ビールがいっそうおいしくなります。ビールに合うおつまみといえば、エダマメを挙げ
る人も多いと思います。実はビールにエダマメは、健康面でもとてもいい組み合わせです。エダマメには
アルコールを分解する成分があり、二日酔い予防にもいいそうです。ビールが美
味しい夏にはうってつけのおつまみですね。
大人だけではなく、エダマメが好きな子どもも多いと思いますが、栄養価が
高く、子どもにもお薦めです。ビタミンＣも豊富なので、美肌にも良く、日差しが
強い夏にぴったりです。夕涼みにビール、エダマメを一つまみして、暑さを乗り切
りましょう。
一般財団法人日本気象協会 ●檜山靖洋
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、
と
ん
ど どんと
プレゼント!

芳醇でふくよかな味わいの純米
酒です。
原料米／米（北海道産）・米麹
（北海道産米）
日本酒度／3
内容量／720ml・1800ml
精米歩合／65%
総酸度／1.5
アルコール度数／15.0～15.9

今回のプレゼントはＪＡトピックスでご紹介した「東川米」清酒です！
『純米 東川米720ml』を合計25名さまにプレゼント。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7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11号（2015.Sp ring）
「 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6月13日から平成27年8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11号（2015.Spring）で「官製ハガキでチャンス！！」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。
●「東川米タウン」いつも楽しく愛読させていただいています。特集コーナーの能沢様は実家の父が
能沢様のおじい様にお世話になっていました。懐かしく読ませていただきました。
（70代、女性）

◆おハガキありがとうございます。本誌でご紹介した方と読者が想い出のなか
で繋がったことを嬉しく思います。これからも多くの方をご紹介して参りま
す！(^^)
●能沢様のくん炭を使用しています。作るまでのご苦労、東北震災のときに被災地に行ってお手伝い
をしたことなど感動しました。これからも頑張ってください。
（50代、女性）

◆能沢さんには思いを行動にすることの大切さを教えていただきました。
「がんばろう東北、がんばろう日本」！
●初めてＪＡひがしかわコミュニティ誌を知りました。久保さんのそば麺をありがとうございました
（80代、男性）

◆喜んでいただき何よりです。
「東川米タウン」は春・夏・秋・冬の年４回発行す
る季刊誌です。ご愛読いただければ幸いです。

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

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

●毎回楽しみにしています。東川町内のことも色々知ることができ参考になります。日本酒特集は地
方に行く際のお土産として少し知ることが出来ました。渡辺奈保子さんのレシピ、今後も期待して
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

◆ありがとうございます。今回ご紹介した～②「東川米」清酒ができるまで～
では、株式会社北の誉酒造さんを見学させていただきました。清酒づくりは
奥深く根気の要る仕事でまさに“職人技”であることを痛感しました。当ＪＡ
職員のレシピ紹介も頑張ります！

出資配当も!

平成26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12号 2015年6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

