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JA東京中央

などの金融サービスや農産物の提供を続けてまいりますが、感染防止の観点から以下のとおり一部業務の短縮や休業な

ホームページアドレス

http://www.ja-tokyochuo.or.jp/

変更後

令和２年 ５月７日
（木）から
午前９時〜 午後３時

※貸金庫は、
窓口営業時間内のご利用をお願いいたします。
※ＡＴＭ稼働時間については、
今までどおり変更はございません。

本

店

千 歳 支 店
烏 山 支 店
芦 花 支 店
船 橋 支 店
田園調布支店
矢 口 支 店
馬 込 支 店

03-3308-3181 〒157- 0063 世田谷区粕谷 3-1-1
TEL 03-3308-6661 〒157- 0063 世田谷区粕谷 3-1-1
TEL 03-3308-6666 〒157- 0062 世田谷区南烏山 6-33-3
TEL 03-3309-5151 〒157- 0062 世田谷区南烏山 3-2-10
TEL 03-3427-5511 〒156- 0055 世田谷区船橋 1-9-12
TEL 03-3721-6181 〒145- 0072 大田区田園調布本町7-4
TEL 03-3759-8501 〒146- 0095 大田区多摩川 1-22-1
TEL 03-3775-1321 〒143- 0025 大田区南馬込 5-28-8
TEL

全農のおこめギフト券

全国のＪＡ、スーパー、
デパート及び米販売店で使えます

砧
支
店
山 野 支 店
鎌 田 支 店
城 西 支 店
高井戸支店
井 荻 支 店
杉並中野支店
ハウジング千歳店
ハウジング馬 込 店

03-3416-0101 〒157- 0067 世田谷区喜多見 5-4-3
TEL 03-3417-2371 〒157- 0073 世田谷区砧 4-4 -7
TEL 03-3709-1573 〒157- 0077 世田谷区鎌田 3-18- 5
TEL 03-3392-7271 〒166- 0015 杉並区成田東 5-18- 7
TEL 03-3331-5181 〒168- 0072 杉並区高井戸東3-22-11
TEL 03-3395-3361 〒167- 0035 杉並区今川 1-17-15
TEL 03-3399-8983 〒167-0034 杉並区桃井 2-3-4
TEL 03-3308-6011 〒157- 0063 世田谷区粕谷 3-1-1
TEL 03-3777-5181 〒143- 0025 大田区南馬込 5-39-3
TEL

ハウ ジ ン グ 砧 店
千歳生活センター
砧地区生活センター
ファーマーズマーケット千歳烏山
ファーマーズマーケット二子玉川
ファーマーズマーケット荻窪
（株）JA東京中央セレモニーセンター

黄タマネギ
最も多く出回っている種類。
辛味があり、保存性が高い。
収穫後に約1カ月乾燥させて出荷します。

03-3416-7965 〒157- 0067 世田谷区喜多見 5-4-3
TEL 03-3308-6622 〒157- 0063 世田谷区粕谷 3-1-1
TEL 03-3708-2887 〒157- 0077 世田谷区鎌田 3-18-5
TEL 03-5313-7711 〒157- 0062 世田谷区南烏山 6-28-1
TEL 03-3708-1187 〒157- 0077 世田谷区鎌田 3-18- 8
TEL 03-5349-8791 〒166- 0004 杉並区阿佐谷南 3-13-2
TEL 03-5315-1717 〒157- 0061 世田谷区北烏山 3-5-6
TEL

涙を抑えるには
タマネギを切ると細胞が壊されて、刺激臭や辛味をもつ硫化アリルなどが発生し
て目や鼻を刺激して涙が出ます。切る前に冷蔵庫で冷やしておくと硫化アリルの
揮発が減って目の刺激が少なくなります。切れ味の悪い包丁で切ると細胞がつぶ
れて成分が出やすくなるのでよく切れる包丁で断面をきれいに切ったり、包丁や
タマネギの切り口を水で濡らしておくと刺激を抑えられます。

見分け方
●しっかりと堅くしまっていて、ずっしりと重みがあるもの
●皮は傷がなく、乾いていてツヤがあるもの 根があまりのびていない
●頭部から痛むので堅くしっかりしたもの

保存方法

・ネットなどに入れて日の当たらない通気性の良い場所で保存
・新聞紙に一つずつ包んで風通しの良い場所で保存
・あめ色に炒めたタマネギを小分けしてラップで密封し、
冷凍保存しておくとカレーやハンバーグ、オニオンスープ
などに活用できます

プレゼントクイズ

Q タマネギの食べる部分はどこでしょう？
応募締切

正解者の中から抽選で

プ レ ゼ ン ト

2020 年 5月 22 日（金）必着

★当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます

【応募方法】

4Kg 相

1760
円分

当分

①クイズの答え

②お名前・年齢

③郵便番号・住所

④電話番号

⑤職業

⑥ご意見ご感想

以上をご記入の上、
右記までご応募ください

※ご応募の際、ご記入いただきました住所・氏名などの個人情報は、賞品の発送の目的の他、今後の誌面作成の参考のため使用させて
いただく場合があります。それ以外の目的に使用することはありません。また、ご本人の承諾なしに第三者へ提供することはありません。

新タマネギは
水分
が多く日持ちし
ない
ので ポリ袋 な
どに
入れて冷 蔵 庫
で保
存しましょう

皮をむくときは、丸ごと水に浸しておくと表面の皮が軟らかくなりむきやすくなります。
手早く細かくみじん切りするコツは、隠し包丁を放射線状に縦に入れておき、その後、横に切っていきます。

❶根

❷葉

❸茎

な〜ん
だ！？

◎ホームページ

◎ ハガキ・メール

ふ〜ら

新陳代謝を高めて 疲労回復に効果
生食で血液サラサラ！

窓口の営業時間変更に伴い、組合員・ご利用者の皆さまには、ご不便をお掛けすることとなりますが、ご理解いただきますよ
うお願い申し上げます。
今後ともより一層のサービス向上に努めて参りますので、引き続きのご利用を賜りますようお願い申し上げます。

タマネ ギの栽 培は古代エジプトや

●頭部がしっかりしてしまっているもの

メソポタミア文明で始まったといわれています︒

窓口営業時間を令和２年５月７日
から午前９時〜午後３時に変更いたします
（木）

日本には江戸 時代にオランダ人 が長崎に持ち込んだのが始まりとされ︑

●白すぎずほのかに青みがあるもの

明治時代に本 格 的な栽 培 が始まりました︒

●カビや傷みがないもの

タマネ ギはユリ科ネ ギ属で食べる部分は茎の根元 が

金融窓口営業時間変更のお知らせ

ふくらんで大きくなったもの︒厳 密に言うと葉になります︒

●皮に傷がなく、ツヤがあるもの

ネ ギ類 独 特の香り成分︑辛み成分︑涙の原因となる﹁硫化アリル﹂は

見分け方

Ｂ１

の吸 収 を助けて新 陳 代 謝を高めます︒

５．お客さまの感染防止のため、ご来店時には
可能な限りマスク着用にご協力お願いいたします。

ビタミン

春先に出回る早生種。乾燥させずに
フレッシュなまま出荷されたもの。
扁平で柔らかく、辛味が少ない。
生食に向いています。

また︑コレステロールの代 謝を促して血液をサラサラにして︑

新タマネギ

●ずっしりと重みがあるもの

東京中央農業協同組合

てる〜ん

ＪＡ東京中央 マスコットキャラクター

動脈硬化や高血圧︑糖尿 病 ︑脳血栓などを予 防します︒

４．生活センターの営業について
千歳生活センター、砧地区生活センターは５月６日（水・祝日）まで
休業いたします。

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により対応等変更する場合もございます。最新の情報は当ＪＡホームページ等でご確認ください

※現在は営業時間を短縮しております。

12

Spring
硫化アリルは加熱に弱いのでサラサラ効果には生食 がおす すめです︒

３．
ファーマーズマーケットの営業について
ファーマーズマーケット二子玉川、千歳烏山、荻窪は営業日、
営業時間を変更して営業しております。
（詳細は中面をご覧ください）

→

Vol.

５月６日まで（予定 4月13日現在）

どございますので、ご理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

現行
午前９時〜午後３時３０分

春号

プラス

当組合は、地域の皆さまの健康・安全を最優先に、新型コロナウイルスの感染拡大防止に取り組むとともに、資金決済

2．
ＡＴＭでのお取引
ＡＴＭでのお取引は、通常通りお取り扱いが可能です。
お振込や現金の入出金等はお近くの店舗ＡＴＭをご利用ください。

2020年 春号 Vol.12

JA 東京中央と地域をつなぐ広報誌

新型コロナウイルス感染拡大による
緊急事態宣言を受けての対応について

１．支店窓口
・営業時間を短縮しております。
（午前９時〜午後３時）
・貯金業務は原則、入出金・為替に限定して行います。
・職員交代制勤務のためお取引には通常以上にお待ちいただくことも
ございます。

まごころ+C

ＪＡ東京中央ホームページのお問い合わせページから
タイトルのプレゼントクイズをお選びになり、必要事項を
ご記入の上送信してください。
https://ja-system-server.com/contact/ja0081/index

【応募先】
〒１５７-００６３ 東京都世田谷区粕谷３-１-１
ＪＡ東京中央 本店 組 織 広報 室 プレゼントクイズ係
E - mail kouhou - oubo@ja -tok yochuo.or.jp

ＪＡ東京中央と地域をつなぐ広報誌「まごころ+Ｃ」。次号は７月中旬の発行を予定しております。お楽しみに！

料 理 楽しく

ステップアップ

レシピ協力 ●
「キッチン晴人」
のオーナーシェフ

永井智一

■材料（4人分）
新タマネギ ……………２個
トマト …………………２個
小ネギ ………………1/2 束
しらす ……………… 適 宜
いりごま …………大さじ１

point

✂

塩昆布 ……………… 2 つまみ
ポン酢 ……………… 大さじ 2
かつおだし ………… 大さじ 2
ラー油 …………… 小さじ 1/2

■作り方
❶新タマネギは薄切りにして水にさらす。
トマトはさいの目に切っておく。
❷十分に水気を切ったタマネギをボウルに
入れ３ｃｍほどに切った小ネギ、塩昆布、
いりごまと混ぜ合わせる。
❸器に❷、トマト、しらすを盛り付ける。
❹ポン酢、かつおだし、ラー油を合わせた
ドレッシングを回し掛けて出来上がり。

この時期に甘くておいしい新タマネギのサラダです。
さっぱりといくらでも食べられます。お好みでちぎった韓国のりを散らすとおいしさアップ！

JA東京中央

まごころ+C

JA東京中央

2020年 春号 Vol.12

毎年、４月下旬に烏山区民センター前広場で開催しております、チャリティー園芸市は新型コロナウイルス感染拡大に

洋風タマネギまるごと肉じゃが

ピーマンのきんぴら

ご来場を予定されていた皆さまには誠に申し訳ございませんが、ご理解、ご了承の程、よろしくお願い申し上げます。

「キッチン晴人」のオーナーシェフ／永井智一

苗の販売はファーマーズマーケット千歳烏山で取り扱いを予定しておりますのでご利用をお願いいたします。

■材料（4 人分）

■材料（4 人分）

タマネギ………………2 個
ジャガイモ……………2 個
ニンジン………………1 本
牛肉
（煮込み用）
……100ｇ
ヒラタケ ………１パック
青み野菜
（お好みで）
…適宜
固形スープのもと ……３個
水…………………３カップ
オリーブ油 ……… 大さじ1
こしょう………………適宜

ピーマン ………………………6 個
ごま油 ……………………大さじ 2
いりごま・一味とうがらし……適宜
しょうゆ・料理酒 ……大さじ 1
みりん …………………大さじ 1
料理酒 …………………大さじ 1
砂糖 ……………………小さじ 1

尚、園芸市で行っておりました配達サービスはございませんので重ねてご了承お願いいたします。

新鮮野菜を販売しています
野菜・花苗のご用意もしています（売切れ次第終了）
緊急事態宣言発令を受けてファーマーズマーケットの営業日・営業時間を変更しております
（５月６日までの予定）
※新型コロナウイルス感染拡大の状況により変更する場合もございますので予めご了承お願いいたします。（４月１３日現在）

ファーマーズマーケット
各店舗レジ袋は有料で
す

に
買物袋の持参します！
ご協力お願い
ファーマーズマーケット

二子玉川

営 業 日 ●火曜日〜金曜日
休 業 日 ●月曜日・土曜日・日曜日・祝祭日
営業時間●午前９時〜午後３時

大 中 小

ファーマーズマーケット

各１枚５円（税込）

千歳烏山

営 業 日 ●月曜日〜水曜日・金曜日
休 業 日 ●木曜日・土曜日・日曜日・祝祭日
営業時間●午前１０時〜午後４時

「せたがやそだち」の安全・安心・新鮮な野菜や野菜苗、 京王線千歳烏山駅から徒歩３分、活気あふれる烏山商店街
の中にあり、世田谷産の新鮮な野菜や花、苗など直売して
園芸品、加工品を販売しています。
います。
「あきたこまち」や「南魚沼産コシヒカリ」などの玄米
を注文を受けてからその場で精米、販売しています。

ファーマーズマーケット

荻窪

営 業 日 ●火曜日〜金曜日
休 業 日 ●月曜日・土曜日・日曜日・祝祭日
営業時間●午前１０時〜午後４時

荻窪駅

Facebook

フェイスブック
https://www.facebook.com/jafmfutakotamagawa/

所 在 地●〒157-0062 世田谷区南烏山 6-28-1
連 絡 先● TEL：03 -5313-7711 FAX：03-5313-3525
アクセス●京王線 千歳烏山駅下車 徒歩 3 分

Facebook

フェイスブック
https://www.facebook.com/jafmchitosekarasuyama/

中 杉 通り

所 在 地●〒157-0077 世田谷区鎌田3 -18-8
連 絡 先●TEL：03 -3708 -1187 FAX：03 -3708 -1707
アクセス●東急田園都市線 二子玉川駅下車
バス成城学園前駅行 吉沢下車 徒歩5分
小田急線 成城学園前駅下車
バス二子玉川駅行 世田谷総合高校下車 徒歩5分

道
街
梅
青

荻窪

城西支店

■作り方

❶熱したフライパンにオリーブ油を入れ、横半分に切っ
たタマネギ、牛肉に焼き色を付ける。
❷炊飯器に固形スープのもと、水、ジャガイモ、ニンジン、
ヒラタケ、
❶の材料を入れ、50 分炊く
（50 分たったらス
イッチを切る）
。
❸器に盛り付けお好みの青み野菜を飾り、こしょうを
振って出来上がり。

point
炊 飯 器での簡単 調 理ながら
も、タマネギの甘味が十分に
引き出せます。忙しい主婦の
方 にピッタリの うれし い メ
ニューです。

ヘルシーライスのサラダ菜巻き
料理研究家／波多野充子

杉並
区役所

所 在 地●〒166-0004 杉並区阿佐谷南 3-13-2
連 絡 先●TEL：03-5349-8791 FAX：03-3392-9580
アクセス●JR中央線 荻窪駅南口下車 徒歩10分
地下鉄丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅下車 徒歩12分
駐車場あり

フェイスブック
https://www.facebook.com/jafmogikubo/

https://www.instagram.com/fmnikotama/

インスタグラム

https://www.instagram.com/fmchitokara/

インスタグラム

https://www.instagram.com/fmogikubo/

kcal

❶ひじきは洗い、サッとゆでて水を切る。トウモロコシはゆで、包丁
で実を取る。
❷ミョウガ・ショウガ・大葉は千切りにする。梅干しは種を除き、刻む。
❸ボウルに酢・蜂蜜・ごま油・塩・こしょうを入れて、よく混ぜてから
❶❷を加え、味をなじませてからご飯を混ぜる。
❹サラダ菜は1枚ずつ剥がし、ミニトマトは小さく切る。
❺サラダ菜にご飯を包み、ミニトマトをトッピングする。
※生ひじきがないときは、乾燥ひじきを戻して使う。

❶ピーマンは縦半分に切り種を取り除き、
細切りにする。
❷フライパンにごま油をひき、強火で煙
が出るまで熱する。
❸細切りにしたピーマンを強火のまま20秒
炒め、
合わせ調味料を入れ10秒炒める。
❹器に盛り、上から一味・いりごまを掛け
て出来上がり。

point
できるだけ短時間で調理して、
食感を残しましょう。

イチゴのサンドイッチ
料理研究家／波多野充子
1食当たり
約

422
kcal

■材料（2 人分）
イチゴ
（中）
……………………18 個
８枚切り食パン ………………4 枚
豆乳ヨーグルト ………………200g
クリームチーズ …………………40g
蜂蜜…………………………大さじ1

■作り方

point
ごま油の香りが、みんなのおなか
を鳴らしてしまう……、体が喜ぶ
ひじきとトウモロコシ入りのご飯で
す。手巻きずしのように、それぞ
れをサラダ菜に巻きながら食べる
と、食卓が盛り上がります。

ーデン
ガ
ン
チ
ッ
キ
る
き
ベランダでで

❶ヨーグルトはざるにキッチンペーパー
などを敷き、冷蔵庫に入れて2 〜3
時間水切りする。
❷❶が 130〜150ｇになったらクリーム
チーズと蜂蜜を加え、よく混ぜ合わ
せる。
❸パンに❷をたっぷり塗り、
へたを取っ
たイチゴを載せてサンドする。パン
を切ったとき、切り口にイチゴの真
ん中が出るように配置するときれい
に仕上がる。

❹ラップで包み、30 分程度
冷蔵庫でなじませる（急ぐ
ときは省略）
。
❺お好みでパンの耳を切り、
4 等分に切り分けて器に
盛り付ける。

ピーマン（ナス科トウガラシ属）

point
フレッシュなイチゴの甘酸っぱさが
際立つ春のサンドイッチです。ヨー
グルトにクリームチーズのこくと蜂
蜜の甘味が加わり、何にでもよく合
うクリームです。今回はヘルシーな
豆乳ヨーグルトを使いましたが、お
好みのヨーグルトでどうぞ。

土壌医● 藤巻久志（ふじまきひさし）種苗管理士、土壌医。種苗会社に勤務したキャリアを生かし、土作りに関して幅広くアドバイスを行う。

緑のピーマンは熟してくるとトウガラシのように赤くなります。赤いピ
ーマンは青臭さが消え、甘くなり、栄養価も増します。
しかしなぜ、農家は赤いピーマンを出荷しないのでしょうか。それは
熟すのに日数がかかり、青果は日持ちしないからです。緑のピーマンは
開花後15〜20日で収穫できますが、ピーマンが熟して赤くなるには60日
くらいかかり、株への負担も大きくなります。パプリカ（大型ピーマン）
のように肉厚ではないので、熟すとしなびやすくなります。
ピーマンを赤くしてサラダなどの彩りにしてもよいでしょう。子どもにも
食べやすく、親子の会話も弾みます。畑でなくても、日当たりの良いベラ
ンダなら栽培できます。
熱帯アメリカ原産のピーマンはナス科でも最も高温性で、発芽適温も
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■材料（3人分）

経済性よりも育てる楽しみを優先するキッチンガーデンでは、数個の

Facebook

1食当たり
約

■作り方

阿佐ヶ谷駅

天沼陸橋

■作り方

ひじき(生）
………100g
トウモロコシ ……1 本
梅干し ……………1 個
ミョウガ …………1 本
ショウガ …………1 片
大葉 ………………3 枚
ご飯 ……………2 膳分
サラダ菜 ………1/2個
ミニトマト …… 2 〜 3個
酢 ……………大さじ1.5
蜂蜜……………小さじ1
ごま油………小さじ1/4
塩……………小さじ1/2
こしょう……………適量

杉並区産、中野区産の新鮮な農産物を
販売しています。

文化学園大
杉並高

「キッチン晴人」のオーナーシェフ／永井智一

︻合わせ調味料︼

詳細につきましてはファーマーズマーケット千歳烏山 TEL.03 - 5313 -7711（詳細下記）
までお問い合わせください。

2020年 春号 Vol.12

新鮮食材 で おいしく食べよう！

千歳地区チャリティー園芸市中止のお知らせ
より中止いたします。

まごころ+C

生育適温も25〜30度です。キッチンガーデンでは発芽と育苗の高温を

確保するのは難しいので、5月に苗を購入するのが一般的です。
10号（30cm）以上の鉢に市販の培養土を入れます。深植えになら
ないように苗を植え、倒れないように仮支柱を立てて軽くひもで縛っ
ておきます。追肥は１週間に１度、1000倍の液肥を施します。
活着（根付くこと）すると1番花が咲き始め、側枝が伸びてきます。
主枝と1番花のすぐ下から出てくる側枝2本を残し、他はかき取りま
す。仮支柱を50〜60cmの支柱に換え、各枝を誘引します。果実が次
次となるので、肥料切れにならないようにします。乾燥に弱いので、
株元にわらやピートモスなどを敷いて、水やりを毎日します。
収穫ははさみで切り取ります。開花後20日を過ぎても外観は変化
がないので、取り遅れないように注意します。ピーマンの和名は甘唐
辛子で、トウガラシやシシトウも仲間。栽培方法も同じですが、肉詰
めやみそ炒めに適しているのはピーマンです。

