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しらかば通信11

～～ インターネットからもお手軽にご注文出来ます ～～
①当園ホームページ https://www.sirakaba.site
（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）
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）

今年の稲刈りは10月6～8日に行い、約２週間、太陽と爽やかな秋
風でじっくりと時間を掛けた「はさがけ」による天日乾燥させた後に
脱穀作業を行いました。今年の作柄は６月上旬の低温と日照不足、８月の記録的な大雨の影響で秋田県内各地で収
量の減少が見受けられていますが、品質は平年並みとなっており、あきたこまちの特性のもちもち感、適度な艶、ほど
良い粘りがあるお米が収穫されています。また、米どころ秋田でもほとんど見かけなくなった「はさがけ」による天日自
然乾燥。稲刈り後も稲は生きていて、稲穂や籾殻の油分、栄養分、甘みが時間を掛けて米粒に浸透するため、丸み
を帯びたお米になって美味しくなると言われています。はさがけをしてから、時間の経過と共
に黄緑色の稲穂の色が徐々にさめてゆき、米本来の旨味が米粒に行き渡るように見えます。
短時間で火力乾燥させるお米と比べると、米の艶やかさ、光沢のある白さ、甘みの違いが当
園のはさがけ米の特徴の一つです。今年も手取りによる除草作業、根張りを良くする中耕作業
など、小さな田んぼならではの目の行き届く栽培を心掛け、13年連続で秋田県「特栽米」認定
を受けた安全・安心なお米です。是非、生産者直送ならではのこだわり米をご賞味下さい。
田代平農場では人参・牛蒡の収穫が終わり、11月中の菊芋収穫作業を残すだけとなりました。
脱穀作業の様子
農場だより

農場日記

『はさがけ米・脱穀作業』

special

当園ブログで紹介してます農場日記。今回は、「実りの秋」収穫作業の一部をご紹介
します。当園ホームページの中にスタッフブログがありますので、そちらもご覧下さい。

9 月末～ 10 月下旬「秋大根の収穫」

９月中旬から週１回のペースで
秋どり大根の収穫が行われました。
今年は７月の長雨と８月の記録的
大雨の影響で夏どり大根の収量は
低下したものの、お盆明けからの
天候回復で秋どり大根は大豊作と
なりました。１日の収穫で４トン
を超える日もあり、ずっしり丸々
と太った品質の良い大根が沢山収
穫されました。昨年は高温少雨の
影響で平年の６割程度の収量だっ
ただけに、手応えのある収穫が出
来て、ホッとしています。
あきたこまち

天日乾燥米

新米

10 月中旬

10/１7 ～１8

「人参の収穫」

９月に収穫した人参は長雨の影
響で根腐れも見受けられ、10月に
入ってから収穫した人参は気温低
下と共に若干肥大化が進んだもの
の小ぶりが多く、平年に比べ収量
減小となりました。人参は高温・
多雨の影響で各産地で収量減少や
正品率低下で高値傾向です。
「時無五寸」という昔からある品
種を栽培。人参本来の味、臭みが
あり、野菜スープの原材料として
しっかりとした人参の味を出して
くれます。毎年数種類の人参を栽
培し、風土に適し、原材料に合う
品種をテストしています。

安全と信頼の証し「秋田県特別農産物認定のお米」

あきたこまち天日乾燥米 発売中！

「 牛 蒡 の収 穫 」

栽培期間が最も長い牛蒡の収穫
が10月中旬に行われました。
この時期は八甲田連峰や十和田湖
・奥入瀬渓流の紅葉が見頃です。
牛蒡は秋どり用と越冬し春どり用
に播種時期を分けて栽培していま
すが、秋どり用は夏場の長雨と日
照不足の影響が大きく、昨年とは
違いサイズが小さいものが収穫さ
れています。小ぶりながらも牛蒡
の良い香り歯応えで、新米の時期
はどの家庭でも作る秋田名物きり
たんぼ鍋に欠かせません。堀りた
ての牛蒡で美味しく戴きました。

豊富な食物繊維＋血糖値上昇と脂肪の吸収を抑えるスーパーフード

「菊芋ペースト」好評発売中！

炊きたてのご飯が美味しい新米の季節になりま
菊芋の自然な甘みと風味、栄養価を最大限に引き出した
した。今年も手作業による除草を丁寧に行い、育
「低温スチーム調理」によるペーストです。
苗時から極力農薬を使わないように努力し、安全・
長期保存が効かない菊芋が、冷凍食品として１年中食べら
安心にお召し上がり戴けるよう、丹精込めて栽培しました。 れます。血糖が気になる方、便秘気味の方にお勧めです。
ご自宅用はもちろん、ご贈答にも自信を持ってお勧めし
（１日の目安は、
50～100ｇ）
ております。どんなおかずにも相性がよく、あっさり味の
冷凍食品 大好評！ ＋２袋増量キャンペーン
あきたこまちは毎日食べても食べ飽きません。
・１セット（100g×計 7袋 約14日分） 3,120 円
また、天日乾燥米は光沢のある白さ、艶々さが違います！

新

米

天日乾燥×特別栽培米
令和４年産

あきたこまち
（天日乾燥米）

・ ６㎏…３,８７０円

・２セット（100g×計14 袋 約28日分） 5,280 円
・３セット（100g×計21袋 約42日分） 7,560 円
（全て税込・クール便送料込）

便秘が気になる方は、是非、お試し下さい！

（真空パック２㎏ ×３）

精米仕立てを
真空パック！

・ ２㎏…１,７８０円
（各商品 税込・送料込）

※年間定期購入ご契約者は３％引です
※精米白度が選べます （玄米・５分づき・７分づき・白米）

スムージー

ヨーグルトへ
トッピング

お味噌汁に
溶かして

※効果的な食べ方として、朝食前に菊芋ペーストを食べる事をお勧めしま
す。菊芋の水溶性食物繊維は大腸内で水分を吸収し粘着性により、糖質の
吸収を緩やかにする為、食後の血糖値の急速な上昇を抑えます。

● 今 年 の応 募 テー マ① ●

Ｔ・Ｍ 様

「コロナ禍 ３年 目 の夏 」
兵庫県
マスク・手洗い、人との密に
なることを避けることに慣れて
きました。これらは高齢者にと
ってはた易いことですが、
「家か
ら出るな」と言われれば閉じ込
められ感でストレスを感じます。
年以上、しらかば農園の野
菜スープを愛飲しているので、
免疫力はかなりあると思いつつ、
安心しています。筋肉体操をし
ながら家の庭の緑に目をやった
り、小さいヤモリとも親しんで
います。このような静かな生活
が出来る幸せを噛みしめながら、
元の生活に早く戻りたい思いです。
● 今 年 の応 募 テー マ② ●

Ｉ・Ｋ 様

「我 が家 の自 然 災 害 への
備 え について」
東京都

秋田県

Ｔ・Ｔ 様

Ｔ・Ｈ 様

しらかば農園の皆様、いつも
美味しい野菜スープをありがと
うございます。
しらかば通信 月号を読ませて
頂きました。青森・秋田県等の
記録的大雨被害を受けた皆様へ
心からお見舞い申し上げます。
主人が亡くなって２年。家の
建て替え時に入っていた保険が
今年で終わり、先月保険に入り
ました。前は水災（水災補償）
の方には入ってなかったのです
が、最近の大雨被害状況が恐ろ
しく、水災の方にも入った訳で
す。夫が防災リュックの大きな
物を準備してくれてましたので
安 心 で す。
「コロナ」も「大雨」も
用心ですね。
神奈川県

１

年末年始のお知らせ

（木）

月 日 ～ 月４日
この期間に配達希望の方はお早
めのご注文をお願い致します。
年末は 日 時まで、注文を承り
ます。

（水）

重なお声を防災・備えの取り組みの一
神奈川県 Ｆ・Ｍ 様
つとして参考にして頂き、お住まい
道路より低い家なので、大雨
の地域で、どんな災害が起こりえる
による浸水が一番の悩み。
か、想像の範囲を広げ地域の実情に
庭や家の周囲に敷いたレンガ等
あった防災・備えを改めて考えて頂
ことごとく撤去し、先ず自然に
ければ幸いに思います。
雨水が浸み込むようにし、土も
また、ご意見の中で新たに水災保険
少し撤去し、防草シート、人工
に加入したお客様のお便りがありま
芝などにして備えをしてみまし
したが、今年の大雪で我が家の屋根
た。
が破損した時、高額な修繕費を賄っ
宮城県 Ｋ・Ｍ 様
てくれた保険のお蔭で無事に修復出
近年の気候変動により、これ 来た事もあり、いざという時の保険
まで経験しない集中豪雨などに の有難みを感じました。
より、想定外の災害が発生して、 まずは命を守る事が最優先ですが、
日常生活を脅かされています。 その後の日常生活 が待っています。
我が家でも、今年大雨により近 起こりうる災害に対して、どんな損
隣の住宅で床上浸水などで復旧 害、損失があるかを想像し、適切な
作業を地域の方々で行うなど、 備えと対応で損害を最小限に抑え
他人事ではない、心配を抱えて る事も大切だなと思いました。
コロナに関しては新しい生活様式
おります。いつ発生するか予想
もつかない洪水、地震などに備え、 に慣れてきて、日常を取り戻しつつ
ありますが、やはりコロナ前に比べ
食料・飲料水など、又、これか
運動不足は否めません。運動は体力
ら冬期に備えて暖房対策などを
低下を抑制するだけではなく、脳が
定期的に点検し、万が一に備え
活性化することで神経伝達物質セレ
た準備をしております。
トニンが脳内で増え、気持ちもリフ
「災害は忘れたことに発生する」
レッシュさせ、前向きな気持ちを促
ことを念頭において、家族の安
すと言われています。寒い季節にな
全と高齢者への手助けを行うな
りますが、運動と食事のバランスを
ど、人命優先の心構えを自分自
考え、万が一の災害にも耐えうる体
身に言い聞かせて生活しており
力・健康こそが一番の備えではない
ます。
でしょうか。貴重なご意見ありがと
うございました。

（編）お便りを拝見しますと、今
年は震度５クラスの地震や各地で
の豪雨・土砂災害が多発している
事から、応募テーマの一つである
「自然災害への備え」へのご意見が
多く寄せられました。
「我が家の備え」について、様々な
実践方法を伺えました。今回の貴

２９
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9

コロナも災害も備えが大切と
思います。今回コロナ禍、災害
にも対応できるよう、大きな鉢
に１～２年目の夏は「ピーマン」
、
３年目は「いんげん」を育ててみ
ました。
つくづく農家さんの働きに感謝
でした。安全にその野菜の味を
生かして、美味しく、きれいに
何もかも大変な事です。
･･･
こうして、いつまでもしらかば
農園さんの野菜スープを安心し
て飲み続ける事は自慢です。
息子が食事に来てくれた時は必
ず食事と共に野菜スープを添え
ます。気に入って満足して飲ん
で行きます。これからもお体に
気を付けて、お仕事に励まれて
下さい。

１２

28

40

我が家では備蓄品として、水
のペットボトル ００サイズを
何本か用意しています。２ℓサ
イズのものより使い勝手が良い
と思います。もちろん野菜スー
プも備蓄しています。
あと停電時の携帯充電器をソー
ラーにし、普段から使っておく
ようにすれば、イザという時に
すぐ対応出来ます。食料品も缶
詰類を用意し、期限を意識し、
ローテーションして使います。
備蓄品は揃えたら、なかなか管
理を怠りがちですが普段使いす
る事で管理も出来ると思います。
5

当園 HP にて、しらかば通信、スタッフブログ等
を随時更新中です。ぜひご覧下さい！
http://www.sirakaba.site

☆☆ お客様からの
「お便り」 ご紹介コーナー！ ☆☆

毎年大好評の『採れたて野菜プレゼント』では、今年も多数のご応募を戴きました。誠にありがとうござま
す。今回の募集テーマについて、当選者のお客様からの貴重なお声を今号と次号に渡りご紹介致します。
自然災害が多かった今年。ご応募頂いたお客様の災害に対する備えについて、是非、ご参考にして下さい。
今年も多数の感謝のお言葉や、応援メッセージをいただき、社員全員の大きな励みとなりました！これからも
丹精込めた野菜作りを行い、良い製品を作り続けたいと思います。

