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～～ 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 http://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）

秋田県と青森県の県境に位置する十和田湖近くの田代平農場の初
雪は昨年より５日早い11/9でした。菊芋の収穫は、初日は降雪があ
ったものの、その後の天候回復で順調に行う事が出来ました。収穫はトラクターに取り付けた掘取機が土中の菊
芋を土ごと掘り起こし、コンベアで後方に送りながら土をふるい落とし菊芋を地表へ露出させます。その後人手で
拾い集めたり、土中に残る菊芋を手で掘り出します。強風対策の土寄せをしっかり行い、
背丈が3mを超す菊芋も倒伏せずに順調に生育しました。昨年は天候の関係で小粒が多
かったものの、今年は若干細身ですが大きさ、品質共に良好です。
早速サラダスティックにして試食してみましたが、寒暖の差で身が引き締まり、シャキシャ
キした食感と風味、甘みを感じ美味しいです。加工品が多い菊芋ですが、今の時期しか味
わえない“生菊芋”を是非、毎日の健康にお役立て下さい。自信を持ってお勧めします。
菊芋の収穫風景
雪深い農場は12月中旬には閉鎖され、冬は農機具等の整備作業を入念に行います。
農場だより

『初冬の菊芋収穫』

中性脂肪 便 秘

血糖値 が気になる方へ
話題のスーパーフード

「 生 菊 芋 」 販売開始！
豊富な食物繊維が腸内環境を整え、血糖値上昇の抑制、
脂肪の吸収を抑える効果が期待出来る薬効成分「イヌリン」
（植物で作られる天然オリゴ糖）を多く含む低カロリーな機
能性食材です。
「イヌリン」は、玉ねぎやゴボウなどにも多く含まれる成分
ですが、100ｇあたりの含有量はその他の野菜で一番多い
ニラの 0.4g に対し、キクイモは 13.1g。圧倒的な含有量
です。また、連作が出来ない菊芋を広大な畑地で毎年植え
替えを実施し、大きさ、品質共にお客様から高評価を毎年
頂いております。是非、採れたて今が旬の菊芋を毎日の食
卓にご活用下さい。
「生食用」での出荷はこの時期だけで希少です！
無農薬・有機栽培

生菊芋

３㎏…２,８４０円（税込・送料込）
６㎏…４,６９０円（税込・送料込）
※沖縄への発送は＋1,340円
※
「保存方法と料理レシピ」付
※代金引換のみで、別途 330 円の手数料が加算されます。
※発送は菊芋の乾燥を防ぎ、品質維持に良い「土つき」でお送
りします。すぐに調理したい方や漬物を作る方は洗浄済が簡
単便利ですので、ご注文の際にお知らせ下さい。
（＋200 円）

好評発売中の季節商品

キクイモの有効成分「イヌリン」の健康効果
１．血糖値の上昇を緩やかにする。
２．脂肪吸収を抑え、血液サラサラ効果。
３．腸内でビフィズス菌・乳酸菌などの善玉菌を増やす。
腸内を綺麗にし、消化吸収を良くする。便通の改善。
４．低カロリーで沢山食べても大丈夫。ダイエット食に！
５． 体力回復、新陳代謝を良くする、肝機能の回復。
冬季限定「生食ならではの菊芋料理の楽しみ方」
貯蔵性が良くない菊芋は、冬期間限定（～来年 3 月頃迄）
出荷です。いびつな形のため、洗浄や皮剥きにひと手間入り
ますが、色々な料理に使え、シャキシャキとした独特の食感、
菊芋本来の風味を美味しく味わえるのは、
“生食”だけです。
「スティックサラダ」 「納豆に混ぜる」
少し太めにスティッ
ク状にカット。
味噌マヨネー
ズと良く合い
ます。

ワンポイント
常連のご購入者様から伺うと、レンジでチンだけ、漬物、炒め物等
長く続けられる様に、
シンプルな食べ方をしている方が多いようです。
気を付けたいのはイヌリンは水溶性ですので煮物は汁ご
と戴いて下さい。簡単レシピで毎日続けたい健康食です。
また、糖の吸収を抑えたい方は、食前に摂るのが効果的で
便秘解消・腸活には、
ヨーグルトと一緒に摂るのが相乗効
果が期待され、食後がお勧めです。

～ 年末年始のお知らせ～
１２月２９日 (火) ～ １月 ４日 (月)
この期間に配達ご希望の方は、お早めにご注文
願います。
尚、年末は２８日１５時まで注文を承ります。

あきたこまち

※数量限定商品です。お電話でのご注文をお願いします。
（注文は代金引換のみ。別途代引手数料 330 円加算）
※沖縄への発送は＋1,340 円になります。

新米

天日乾燥米

沖縄島ニンジンの改良系。 色は鮮やかな黄色で、
肉質は柔らかく上品な甘味があります。
ニンジン嫌いのお子様でも食べられます。
煮物やサラダに美味しい彩りを加えます。

サツマイモの天ぷら
同様に作ります。
ホクホクで
美味しい

※ジャガイモ同様に、肉じゃが、キンピラ、シチュー、グラタン、カレー
漬物（味噌漬け、粕漬け、甘酢漬け）
、お味噌汁の具材などに

きんび

金美ニンジン ３ｋｇ 3,190 円 （税込・送料込）

みじん切りにした
菊芋を納豆と混ぜ
ます。
美味しい上
に満腹感が
出ます！

「天ぷら・素揚げ」

安全と信頼の証「11 年連続 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！

天日自然乾燥米ならではの“艶々しさと旨味”が自慢
の当園のあきたこまち。今年もご好評を頂いております。
種籾の温湯種子消毒、徹底した手作業による除草
管理でなるべく農薬を使わないで栽培しました。
11 年連続で特栽米に合格した安全なお米を、
年末年始のご自宅用、ご贈答に自信 を持って
お勧め致します。（玄米、５分、7 分、白米）
精米仕立てを
・ ６㎏…３,８５０円 ・ ２㎏…１,６４０円
真空パック！
（真空パック２㎏ ×３）

（真空パック２㎏ ×１）

（税込・送料込）

天日乾燥米の美味しさの秘密は、商品同封のお米専用チラシをご覧下さい

● 今 年 の応 募 テー マ●

・Ｋ 様

「コロナ禍 での
健 康 維 持 の取 り組 み」
兵庫県

・Ｍ 様

春からコロナで全てが休みに
なり、買物に行く事しか出来な
い毎日でした。ストレスが溜り
体重も大変な状態に …
運動不足
の為、夜に孫と公園を歩くこと
にしました。学校の事、友達の
事、将 来 の 夢、夜 空 を 見 上 げ れ
ば 、月や星の事、今までしなかっ
た色々な事を話す良い機会とな
りました。
今は学校も再開され、一緒に
に歩く事はほとんどありません
が、私は健康と運動不足解消の
為、続けたいと思います。
宮城県
新型コロナウィルスの影響で
これまで経験したことがない健
康をおびやかされておりますが、
健康で幸福に暮らしていけるこ
とが、いかに大切であるか再認
識しています。最近、我が家の
食事は、長年愛飲している野菜
スープを味噌汁に入れて一段と
美味しく戴いております。お蔭
様でこれまで大病することもな
く、健康を維持して家族全員健
康であることに感謝しながら過
ごしています。
これからも孫達と一緒に健康
で幸せな家庭を築いてまいりた
いと願っております。しらかば
農園の皆さんからの野菜スープ
に感謝して続けていきたいと
思っています。

神奈川県
・Ｎ 様
お り ま す 。と て も 美 味 し く て 、
新型コロナで厳しい環境とな 「 や は り 全 然 違 う 」 と 美 味 し さ
り、自粛が続き、家に籠る日々 を 噛みしめています。我が家だ
が多くなりました。身体機能の けは勿体ないので、近くの友人
衰えが心配でした。そこで一念 にお裾分けしました。とても喜
発起。毎日、朝昼晩の３回、
んでくれました。
分程度、全身のストレッチに励
大阪府 Ｋ ・Ｎ 様
んでいます。その直後に欠かせ
Ｓ

ないのが一杯の野菜スープです。
美味しくて新鮮な野菜を送っ
お陰様でテニス、ゴルフとアウ て頂き、ありがとうございます。
トドアスポーツでも怪我無く楽 牛蒡と人参を天ぷらにしたり、
しんでいます。自然の恵みで
赤大根を酢の物にしたり、葉も
歳、健康な身体づくり、免疫力 刻み、全て使わせていただきま
を高めて頑張ります。
した。辛味大根はお蕎麦にぴっ
たりです。人参や牛蒡の良い香
大阪府 Ｂ ・Ｍ 様
りがして、しっかり野菜を食べ
コロナ禍で外食もせず、飲み ているという感じです。しかも、
にも行かず、三食自宅で食事す 無農薬で安心してどんな料理に
るだけで、体重も減り、血液の にも出来ます。ここの野菜を戴
コレステロール、血糖値、ガン き、口にするものを本当にきち
んと選びたいと思います。大切
マ値全て良くなりました。
もちろん、野菜スープは飲み続 な野菜スープをこれからも大事
け、食後に飲むようにしている に飲んでいきたいです。
ので、飲む回数が増え、次月の
（編）お孫さんとのお散歩エピ
スープ到着前に無くなってしまっ
てました。それにしても生菊芋 ソードは素敵なお話でした。何
の血糖値の効果には驚きました。 かを我慢する事も多いのですが、
コロナ禍だからこそ、見つける
発見や「心と体の健康維持」へ
「当選者のお礼状」 紹介
の取り組みもあったと思います。
全国的にコロナ感染拡大が広が
東京都 Ｓ ・Ｋ 様
っています。より気を引き締め
て、インフル・コロナ感染予防
と免疫力を高める生活習慣で皆
で、今冬を乗り越えましょう。
当選者の皆様にはお客様の代
表として、野菜スープの原材料
を目と舌で品質をご確認して頂
けたと思います。今年も喜んで
頂き、社員一同嬉しい限りです。
大きな励みとなりました。

10

普段目にする事がない種類の
大根、人参等、その上、お米ま
で頂き、申し訳ないような気持
ちでおります。ありがとうござ
いました。めったに味わえない
無農薬野菜、お米等、美味しい
食物を戴ける有難さを噛みしめ
ております。大好物の牛蒡や大
根の葉は短いものも全部戴いて

75

Ｎ
Ｋ

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。先月号に引き続き、当選者のお客様からの貴重なお声をご紹介致します。また、プレゼント当選者のお礼
状も一部ご紹介させていただきます。
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。

今年１年を振り返って・・

今年は7月の長雨と日照不足が
作物栽培に大きく影響した年にな
りました。農場では真夏に雨合羽
着用でなければ寒くて農作業が出
来なかったほどです。農場一面に
ガスがかかり、ま る で 「 ヤ マ セ 」
を思い起こす寒い夏とその後の異
常な高温が続いた夏は、コロナの
夏と等しく忘れられません。天候
に左右されやすい農業ですが、猛
暑・多雨対策に限らず、より気候
変化に柔軟に対応した栽培管理と
備えが必要と再認識し、来年の課
題として取り組みたいと思います。
日本農業新聞の調査では、今年
はコロナ禍で家庭で料理する回数
が増え、国内農業の大切さや食へ
の関心が高まったと報じています。
また、本格的に「米づくり」が体
験出来るゲームソフトが大人気で、
若い世代にも農業への関心が高ま
っているとか。その一方でコロナ
で「外国人実習生」の受入が出来
ない農家の人手不足が深刻になり、
外国人労働者に依存した農業の実
態が浮き彫りになりました。
食や農業への関心が、食料自給率
と輸入依存のリスク、食料危機や
廃棄ロス等、さらに国内外に目を
向け、意識改革に繋がって欲しい
と思いました。そして、若い世代
の農業への関心が高まり、就農に
繋がればと願います。
私達はコロナでより需要が高ま
っ た 野 菜 ス ー プ で、
「全国の愛飲者
の健康を支えたい」という意気込
みと気概を持って、来年も良い原
材料・製品作りに励みたいと思っ
ています。今年一年のご愛顧、誠
にありがとうございました。

