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②ショッピングサイト（ヤフーショッピング、アマゾン）出店中
 『しらかば農園』で検索！（代金引換・クレジットカード決済）

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）

＜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 ～～

6 　　　　

（税込・
 送料込）

１袋（乾燥８０ｇ×１) １,４３０円
３袋（乾燥８０ｇ×３）２,８３０円

５袋（乾燥８０ｇ×５）４,３６０円

まとめ買いが
お得です！

    菊芋のフラクトオリゴ糖とヨーグルトの乳酸菌の相性の
良い組み合せで、血糖値上昇の抑制、整腸作用、骨粗鬆症
予防、中性脂肪抑制等に期待出来ます。

菊芋のシャキシャキとした食感がたまらない美味しさ

③菊芋らっきょう酢漬け 300g×３ﾊﾟｯｸ     2,680円

２,８００円

・ 飲むタイプ （低脂肪・甘さ控えめ）

※受注生産の為、お届けまでに１週間程度かかります。

国内トップクラスの乳酸菌数 1,600億/100ml（プレーン）④ 菊芋ヨーグルト

150ml×10本入

２,９６０円

・ プレーン （砂糖不使用・菊芋増）

100ml×10個入

※全て限定商品です。在庫の確認が可能な電話かネットでのご注文
　でお願いします。（代引きの場合は別途330円加算）
※菊芋チップス、菊芋ペーストの表記以外の数量でご注文な
　さる方は、お電話で価格・在庫有無をご確認下さい。
※沖縄への発送は＋1,340 円になります。

クール便クール便

・１セット（100g×計 7袋） 3,120円
5,280円
7,560円

・２セット（100g×計14袋）

（税込・クール便送料込）

・３セット（100g×計21袋）

クール便でお届けします
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低温スチーマーで栄養そのまま 美味しさ３倍低温スチーマーで栄養そのまま 美味しさ３倍

(クール便送料込）

②菊芋ペースト
 大好評！ ２袋増量キャンペーン

お味噌汁に
溶かして

ヨーグルトへ
トッピング スムージー

クール便でお届けします

冷凍食品冷凍食品
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農場だより
『田植え』    今年で12年目となる「秋田県特別栽培農産物」認定（特別栽培米）の田植え

が5月26日に行われました。若干風が強かったものの、五月晴れの中、気持ち良
田植えを行う事が出来ました。田植え機で苗の移植を行った後は、社員総出で補植を行います。補植とは田植え機
で植える事が出来なかった四隅や繋ぎ目、欠株になった箇所に、手作業で苗の植え付けを行う作業です。
田んぼに社員が広がり、隈なく田んぼを歩いて補植してゆきます。大規模な稲作をしているところでは補植作業は
行いませんが、小規模での特栽米作りだからこそ、量より質を重んじて、しっかりと自分達の目でゆき届く、丁寧な栽
培を心掛けます。また、農薬や化学肥料の使用量が慣行栽培の1/2以下で行う厳しい
生産基準があり、農薬使用の有効成分をカウントし、栽培管理簿に記録します。
雑草防除や病気予防に使用出来る農薬数が半分以下ですので、育苗する際も一般的な
種籾の殺菌・病気予防のための農薬を使用せず、種籾を６０℃のお湯で消毒する「温と
う消毒」を毎年行っています。また、田植えから一ヶ月後には、膝まで田んぼに浸かって
社員総出で手作業の雑草取りと中耕作業を行う等、出来る限り農薬と化学肥料を抑え
た「安全・安心」なお米作りを行います。

キクイモの風味と栄養をギュっと濃縮①菊芋チップス
皮ごとスライスし乾燥させ、菊芋本来のほんのり甘い味が
楽しめます。そのままおやつ代わりに、お湯を注いで菊芋
茶、お味噌汁、煮物等の具材に手軽にご利用になれます。

好評発売中の「菊芋商品」

　お米の収穫から半年以上経過し、古米化が進む
時期です。家庭では冷蔵庫の野菜室で保管するの
が一番です。真空パックから出したお米は、密閉
性の高いペットボトルに入れて冷蔵庫で保管する
のがお勧めです。500ml で３合、1.5ℓで 9 合、
２ℓで１２合入ります。
お米２㎏袋は約１３合ですので、２ℓサイズで横置
き保存も出来ます。上手な保存で美味しさ維持！

　今年は西日本で平年より 3 週間ほど早く梅雨入りが発表さ
れています。他の地域でも記録的な早さで梅雨入りする可能
性があり、統計上梅雨入りが早まった場合、比較的に梅雨の
期間が長くなる傾向があるようです。(5/26 現在 )
コロナ感染予防に加え、梅雨時期の「気温差、低気圧、高湿」に
よる自律神経の乱れからの体調不良を予防し、より健康管理
をしっかり行う大切な時期です。気分が塞ぎがちになる季節
ですが、コロナ禍での「運動・食事・休養」を心掛け、心身
のバランスを整えましょう。（梅雨時期の健康管理は裏面参照）
　「秋の１日、春の７日」という農家のことわざがあります。
日照時間が短くなり、気温も下がる秋の農作業の遅れは春の
７日分に相当する…との意味合いがありますが、特に秋に植
える冬野菜の種まきの遅れ等を指す言葉だと思います。
農家にとって、露地栽培の栽培品目が切り替わる時期である

「春と秋」が１年で最も忙しい繁忙期です。但し、冬は 2m を
超す積雪がある我が田代平農場では、秋の種まきはなく、１
年分の作付は春～夏にかけて行う為、このことわざは該当し
なく、１年分の畑づくりをする今の時期が最も忙しくなりま
す。北東北の梅雨入りが早まれば、畑づくりにも影響が出て
しまいます。今後の天候に注視し、気候の変化に柔軟に対応
栽培管理や対策技術が求められます。

＜お米の上手な保存方法＞　～真空パックを開けた後は⁉～ 

合計８ kg･･･
（税込・送料込）

精米白度（玄米、５分、7分、白米）組合せ自由！

11年連続 精米白度
選べます

サービス
米２㎏

真空パック
２回挽精米特栽米

たっぷり

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
が大好評です。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。厳しい栽培基準に合格し
た特栽米は、ご家庭でもご贈答にも喜ばれます。

新型コロナで家庭内消費増！ 売れてます！

3,850 円

編集後記

菊芋の自然な甘みと風味、栄養価を最大限に引き出した
「低温スチーム調理」によるペーストです。
１年中菊芋を欠かさず食べたいお客様や菊芋独特の風味
が苦手なお客様に大好評です。生より甘みが増し、クセが
なく食べやすい味です。１袋 100ｇで 35kcal の低カロ
リー。健康を気遣う方や食事制限されている方、ダイエッ
ト食などにお勧めです。（１日の目安 50 ～ 100ｇ）
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補植作業の様子



ホームページにて、しらかば通信、農場日記等
を随時更新中です。ぜひご覧下さい！

　　http://www.sirakaba.site/
または　しらかば農園 検索

食中毒対策

除菌、洗浄。
②食材の中心部ま
でしっかりと加熱
③調理前後の手の
洗浄と消毒
④食材の低温保管
を心掛けましょう。

カビ対策
　カビは胞子を空気中に撒き散らす
ので、アレルギーやアトピーの原因に
なってしまいます。また、近年カビが
原因の「夏型肺炎」が増えていると言
われています。梅雨時期は、普段の掃
除をより念入りに行う、回数を増やす
等して、カビの繁殖を出来るだけ抑え
ましょう。特に浴室全体、トイレ、キッ
チンの水回り、エアコン内部、窓、押入
れ、カーペットは念入りに。

洗濯物の部屋干し (生乾き対策）
　部屋干しの嫌な臭いの原因は、生乾
きの時の繁殖する「菌」の仕業です。
洗濯機ですすぎの時にお酢を大さじ
2 ～ 3 杯程度加えると洗濯物に含ま
れる雑菌の繁殖が抑えられ、嫌な臭い
が抑えられます。お酢の匂いは干して
いる間に消えます。
また、洗濯には雑菌の多い「残り湯」は
使わないようにしましょう。節水の為
どうしても残り湯を使いたい場合は、
すすぎは水道水を使います。

梅雨と健康管理

梅雨時期の食中毒・カビ対策・部屋干し

梅雨を元気に乗り切る「運動と食事」

雨と晴れの気温差が激しく、湿度も高く、気圧の変化も激しい梅雨時期。私達の体に大きな
負担をかける時期ですが、体調管理と運動、食事、規則正しい生活で予防・改善が可能です。

梅雨の湿気対策は換気が基本です。お掃除・除菌・手洗いはしっかりと！

睡眠・運動・食事。普段の生活習慣の意識が梅雨時の体調を大きく左右します。

　　梅雨時期の体調不良は、気圧、気温、湿度の変化に対して体がついてゆけず、体の働きが損なわれてしまうのが原
因です。特に梅雨前線の低気圧による影響で自律神経が乱れがちに。自律神経の乱れは体を疲労させ、同時に新陳代
謝も低下させてしまい、 頭痛や下痢、 食欲不振、 肩こり、 体のだるさを引き起こしてしまいます。梅雨時期を健康に過ご
す事が、夏の猛暑への備え、夏バテ防止の体づくりになります。是非、参考にしてみて下さい。

　１日の気温差が大きいほど、風邪
をひきやすくなるなど体調不良にな
りがちです。天気予報などで最高気
温と最低気温をチェックして、外出
の際は衣類で調整出来るようにしま
しょう。また室内は温湿度計を用意
して、温度と湿度をこまめに確認し
室内環境をコントロールします。
湿度が高い場合には換気したり、エ
アコンや除湿機を利用しましょう。

温度：25～28℃  湿度：55～６５℃

温度・湿度の管理をしっかりと

　早寝早起きを心掛け、起きたらカ
ーテンを開けて、日光を浴びましょ
う。太陽の光を浴びると体内時計が
リセットされて自律神経が正しく働
き始めます。
起床時間、毎食の時間、寝る時間を
一定にする事で自律神経のリズムを
整えやすくなります。また、適度な
運動で発汗しま

規則正しい生活習慣を心掛ける

　梅雨時期の体のだるさは、冷えに
よる血行不良が大きな要因です。
衣服による体温調整を心掛け、エア
コンの冷えすぎには注意しましょう。
ぬるめの湯（38 ～ 40℃）にゆっく
りと 20 ～ 30 分浸かる事で冷房で
冷えてしまった体を温めます。

よく体を温める、リラックスする

　湿度が高い梅雨時に気を付けたい
のが細菌性の食中毒。6 月以降に増え
るのが、鶏肉、レバー、魚介類の加熱不
足による食中毒とおにぎり、弁当など
手作り食品が原因となる食中毒です。
手の傷口や手荒れの部分に潜む黄色
ブドウ球菌は、調理する人の手を介し
て食品が細菌汚染します。
食中毒予防には、①調理器具の殺菌、

＜カビの発生を予防する基本３原則＞

・水滴や結露などの水分はなるべく
  早く拭き取る
・晴れの日は窓を開けて換気、雨の日
  は除湿機
・ホコリが溜まらない内に予防掃除

部屋干しの際はド
アを開け、換気扇や
エアコン、扇風機、
除湿機等を使って
部屋の換気を良く
しましょう。

雨の日に部屋で出来る有酸素運動

ももが床と水
平か水平以上
になる位に足
を持ち上げま
す。1 日 3 ～
5 分を目標に
します。

食事（疲労回復効果のある食材を）
　体力低下やだるさを感じたら、疲労
やストレスに絶大な効果を発揮する

「ビタミン B 群」を摂取しましょう。
ビタミン B１～ 2 を多く含む食材は、
玄米、豚肉、紅鮭、魚介類、乳製品、卵、
納豆、緑黄色野菜、キノコ類です。
また、疲労回復に良いクエン酸を多く

体を温める食べ物や飲み物を !
　体を温める食材や飲み物を摂りま
しょう。薬味やスパイスとして活躍
するネギ、生姜、唐辛子が発汗作用を
高めます。野菜は人参や牛蒡などの
根菜類がお勧めです。
お勧めは生姜湯、温めた野菜スープに
おろした生姜を入れた飲み物です。

　雨の日に屋内で出来るお勧めの運動
は「踏み台昇降」と「水平足踏み」です。

「踏み台昇降」は、15cm 以下の低め
にして、１日 30 分以上を目標にし
ます。有酸素運動と筋トレの 2 つの
効果が期待出来ます。

「水平足踏み」は大きく手を振りなが
らその場で足踏みし、上げた足の太 含む梅干しや柑

橘類と一緒に摂
ると効果的に吸
収されます。
梅干しなら１日
2 個 が 目 安 で
す。

飲むタイミングは、
朝起きた時です。朝
に体を温めるとその
日一日体温が上がり
易くなるそうです。
運動前やお風呂の前
の飲用も効果的です。

健康コラム 過ごし方梅雨の

＜梅雨を快適に過ごせる室内環境＞

しょう。
水分代謝を活発
にして、むくみ
解消やリフレッ
シュになります。

また、入浴後、軽い
ストレッチやマッ
サージで体をほぐ
し、血行を良くし
ます。寝付きも良
くなります。


