
③菊芋ペースト

しらかば通信
２０16

4月号 VOL.174

“生菊芋” の栄養価をそのまま便利に！

クール便送料

http://www.sirakaba.co.jp/①当園ホームページ

②ヤフーショッピング（パソコン・携帯）  『しらかば農園』で検索！
（代金引換・クレジットカード決済・ヤフーポイント利用可）

＜ご注文フリーダイヤル＞

～～ インターネットからもお手軽にご注文出来ます ～～

0120-17-4181

（代金引換・カード決済・分割発送など柔軟な対応が出来ます）

１年中菊芋を食べ続けたい人へ

（税込）
1セット(１００g×５袋) 　２，１６０円

・ １～３セットまで･･･８００円（税込）
・ ４～６セットまで･･･９００円（税込）

解凍するだけで、お手軽に菊芋が食べられます。そのままで
も、ヨーグルトへのトッピング、味噌汁、トースト、お菓子作り
など。カロリー計算が簡単で、食事制限されている方でも、食
事による満足度を高めます。（１袋 100g35kcal）

『たい肥づくり』    春先恒例の「たい肥運び」が３月上旬より始まっています。農場より 30ｋｍ
離れた養豚場の「家畜ふん」を、 農場入り口にある「たい肥舎」まで運搬しま

①モミガラ集め（昨年・秋） ②家畜ふん運搬 ③切り返し作業（発酵促進） ④水分調整・腐熟→完成

有機肥料が出来るまで ～自家製有機肥料で健康な土づくりを行い、生命力溢れる作物を育てます～

家畜ふんは肥料成分は少な
いのですが、化学肥料には
無い微量栄養素が入ってい
ます。家畜ふん以外は、籾殻
とワラ、野菜スープの残渣

（絞りカス）が入ります。

各材料が微生物によって分
解され、その代謝熱で湯気
がたい肥舎内に漂います。
堆積したたい肥の通気性を
良くし、発酵促進させる為に
丁寧に混ぜ合せます。

籾殻を混ぜ合わせ 50％位に
なるまで水分調整します。
時間を掛けて腐熟させた後
畑に蒔き、土づくりをします。
写真は、たい肥を畑に撒く農
機「マニアスプレッター」です。

手間とコストのかかる有機肥料づくりですが、動物性有機（発酵豚糞）と植物性有機（籾殻等）をバランス良く混合し、微生物による
分解、腐熟させた有機肥料を使った健康的な土づくりは、土力を高め、植物本来の生命力を高めた野菜づくりに欠かせません。

市内各地の農家や共同組合か
ら籾殻を集めます。昨年集め
た籾殻を田んぼの面積に換算
すると東京ドーム13倍の広さ
でした。籾殻は柔らかく通気性
の良い土づくりに役立ちます。

→ → →

農場だより

８ kg･･･3,654 円たっぷり
（税込・送料込）

米６㎏（真空２㎏袋×３）購入でサービス米 ２㎏ プレゼント！大
好
評あきたこまち得々キャンペーン実施中！

　「はらいっぺ食べてけれ～」毎年大好評のキャンペーンが
始まりました。天日干しで、米本来の旨味と程よい甘みは、毎
日食べても食べ飽きません。また、お好みの精米白度（玄米・
５分・７分・白米）が選べ、組合せ
は自由です！
６年連続「秋田県特別栽培農産物」
で、安全・安心と美味しさを両立
したお米。ご贈答にも喜ばれます。

５月

末まで
「春の新規ご紹介キャンペーン」

健康を気遣う大切な方へ「試供品」を直送します

ご紹介試供品セット

・よく風邪をひいている方へ
・野菜不足、偏食が多い方へ
・健康を気にしている方へ

★ 詳しくは、商品の箱中に入れておりますキャンペーンチラシをご覧下さい★

 ・試供品

　野菜スープ １,000ml×１本

 ・商品パンフレット

 ・ご注文の手引 , 各種注文用紙

 ・しらかば通信（最新号）

 ・お客様のお便り集

 ・しらかば通信ダイジェスト版

　当園では「野菜スープ」愛飲者様から、親しい友人、知人、職
場の方、ご家族様へのご推薦やご紹介を頂き、パンフレット
と試供品をお送りする「春の新規ご紹介キャンぺーン」を実
施しております。是非、この機会に健康を願う大切な方へ試
供品をお気軽にお送り下さい。ご紹介先様のご住所に、当園
より直送致します。

　ご紹介先のお客様がご注文頂い
た場合は、ご紹介主様と新規ご紹介
者様に「あきたこまち（白米）２㎏」
を W プレゼントします！

～漬け物感覚で毎日お手軽に～①キクイモらっきょう酢漬け

～キクイモの風味と栄養をギュっと濃縮～②菊芋チップス

クール便

毎日の食卓にキクイモをお手軽にお召し上がり頂けます。

※①～③のお支払いは代金引換のみ（別途代引手数料324円加算）
※沖縄への発送は＋800 円になります。

〈１～ 4個迄の注文は＋送料５５０円。野菜スープ同時購入時は送料無料〉

菊芋を皮ごとスライス・乾燥したチップスです。菊芋本来の
ほんのり甘い味が楽しめ、そのままおやつ代わりに、お湯を注
いで菊芋茶、お味噌汁、煮物等の具材に簡単便利！

食物繊維が豊富で、糖と脂肪の吸収を抑えるイヌリンを多く
含む低カロリー、ダイエット食品です。中性脂肪、血糖値が気
になる方、便秘気味の方など、健康を気遣う方にお勧めです。

３００ｇ×３パック…２,３１６円（税込・送料込）

乾燥１００ｇ（１袋) ８５０円（税込・送料別）

す。冬期間は２ｍを超す積雪で閉鎖される農場ですが、今冬は降雪量が少なく、例年より２週間ほど早く始まりました。
　たい肥舎に運ばれた家畜ふんは、昨年秋に大量に集めた籾殻やワラ、野菜スープの残渣と丁寧に何度も混ぜ合わせ、
腐熟させます。自家製たい肥は、 化学肥料のような肥料成分も少なく即効性はありませんが、 土壌環境に優しく、 植物の
成長に応じて、土の中から少ししかない栄養素を必死に取り入れようとするため、幹が太く葉が大きく、実の細胞が細か
くなり、野菜の味も香りも強く感じます。１年の内、1/3 はたい肥づくりに時間を費やしています。

【価格改定】

大好評！ 菊芋商品
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