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2020年 夏号 Vol.13

JA東京中央
JA 東京中央と地域をつなぐ広報誌

【販売対象】
【預入方式】
個人の方（出資組合員のみ） 一括預入・

店頭表示金利

％
0.09
上乗せ

＋
年

募 集 期 間 令 和２年

※組合員以外の方は
契約時に組合への加入
（出資）
を
お願いいたします。

8 月31 日（月）まで

7/29

世田谷区鎌田３-１９ １日の募集

8/1

３０組

・5 ・8

河野農園

8/20

世田谷区大蔵５-２７

・23 ・27 ・30

１日の募集

4０組

９時〜１
１時３０分（先着順に受付、受付終了／11時または 募集組数に達した場合）

どちらの農園も

詳しくは各支店窓口または本店 信用企画課（ＴＥＬ 03-3308-3209） ホームページで

見分け方

●ヘタがピンとしてとげが鋭くとがっているものが新鮮

※左記日程の中から
都合の良い日程で
参加してください

●持ったときにずっしり重みを感じるもの
軽いものは鮮度が落ちていてみずみずしさが
失われている可能性が高いです

ツヤ

●皮に張りとツヤがあるもの

90

ハリ

●皮の色が濃く、色むらが無く、
ふっくらとして自然の丸みがあるもの

（自由参加方式・予約不可）

https://www.ja-tokyochuo.or.jp/
食べ方

焼く

焼きナス、グラタン、田楽、鉄板焼きなど
※焼きナスは皮をむいてラップに包んで
冷凍保存しておくと炒め物や汁物の具と
して重宝します。

食べ方

漬ける

ぬか漬け、みそ漬け、からし漬け、浅漬
けなど
※ぬか床にはカロテンやビタミンＢ１、
Ｂ２、カリウム、食物繊維などが含まれ
ているので栄養価が高まります。

東京中央農業協同組合
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

プレゼントクイズ

Q ナスの紫色の皮に含まれる成分は？ A
応募締切

正解者の中から抽選で

プ レ ゼ ン ト

2020 年 8 月 21 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】
◎ ハガキ・電子メール

4Kg

相当
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

食べ方

食べ方

炒める
天ぷら、揚げ出し、
フリッターなど

てる〜ん

ふ〜ら

煮る

食べ方のコツ
・油との相性は抜群で、色も美しく仕上がります。
・油を吸いやすいため、少しずつフライパンに入れ
るかキッチンペーパーなどで塗るようにします。
・油通しすると、皮の色も鮮やかで味がなじみやす
いです。
・皮は味が染みにくいため、丸ごとや大きめに使う
時は皮に軽く切れ目を入れます。
・あくが強く変色しやすいので切ったらすぐに水に
さらします。（さらす時間は５分以内）使う際に水
気をふき取ります。

トマト煮、みそ汁、
カレーなど

ハ使リ
えるヤツって
ます
言われて

保存方法

・冷やし過ぎに注意！ 5℃以下の低温だと、皮や果肉
が縮まって固くなるなど低温障害を起こしやすくなり
ます。常温か冷蔵庫の野菜室でラップや新聞紙に包
んで保存しましょう。

ナ○ニン
な〜ん
だ！？

◎ホームページ

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 10 月中旬の発行を予定しております。お楽しみに！

新鮮食材で楽しく

✂

クッキング

夏野菜のからし酢みそ添え
■材料（2人分）

■作り方

レシピ協力 ● 料理研究家

ナス……………………3本 ❶ナスはがくに1周切り込みを入れて取る。
インゲン ………………8本 ❷オクラは茎元側の茶色い部分を１周切
り取り、表面を塩でこする。
オクラ…………………4本
ミョウガ………………1 本 ❸焼き網または魚焼きロースターを強火
で熱し、ナスの皮が真っ黒に焦げるま
生ワカメ……………… 20g
で３〜４回、回しながら焼く。
白みそ…………大さじ2
❹鍋に湯を沸かし、塩の付いたオクラとイ
酢………………大さじ1
ンゲンを２〜３分、色が鮮やかな緑色
からし………………適量
に変わるまでゆでる。
EVオリーブ油 …大さじ1
からし酢みそ

※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。

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

2020年 夏号 Vol.13

ＪＡ東京中央 マスコットキャラクター

●ヘタの切り口がみずみずしく新しいもの

待ってまーす！
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抗酸化作用で老化予防や
生活習慣病予防に効果

芹田農 園

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

原 産地はインド 東 部で日本には８世紀頃に
中国から伝わったといわれています︒
奈 良 時代には栽 培されていて正倉院 文書にも茄子の記述 がみられます︒
江戸 時代に広く栽 培されるようになり 庶民にも広まりました︒
東日本では卵形の小型のものが主流で︑
西日本では長ナスなど大型のものが多く栽 培されています︒

摘み取り体験場所（世田谷区内 ２カ所）

ホームページアドレス

（新規預入に限ります）

Vol.

Summer
成分は ％以上が水分で紫 色の皮に含まれる成分は
ナスニン︵アントシアニン系 色 素 ︶
で 抗酸化 作用のあるポリフェノールを含んでいます︒
血管をきれいにして︑老化予 防や生活習慣 病の予 防の効果に期 待 ができます︒
皮 ごと食べることで健 康や美 容に効果 的です︒

１０万円以上
１,０００万円未満

定期貯金

証書式自動継続扱い

方に
ご契約の
金
貯
期
券」を
※本定
摘み取り
ー
リ
ベ
「ブルー
しします
１枚お渡

【預入金額】

ブルーベリー摘み取り体験付き

夏号

プラス

なす

JA東京中央

1食当たり

約

140kcal

波多野充子

❺ナスは熱いうちに皮をむき、縦４つに
切る。オクラは縦２つに切る。インゲ
ンは長さを半分に切る。
❻生ワカメは食べやすい長さに切る。
ミョウガは千切りにする。
❼からし酢みその材料を混ぜ合わせる。
❽野菜と生ワカメを器に盛り付け、から
さっとゆでた色鮮やかなオクラとインゲン。いつもはしょうが醤油で
★★★★香ばしく焼いたナス、
し酢みそを添える。

いただく一品ですが、オリーブ油のこくをプラスした「からし酢みそ」を添えると、一味違う
ハーモニーを醸し出してくれます。旬の夏野菜をたっぷりお召し上がりください。

JA東京中央

まごころ+C

JA東京中央

2020年 夏号 Vol.13

新型コロナウイルス感染拡大の影響による業務の縮小やイベントの中止など皆さまにはご迷惑をお掛けして
おり、大変申し訳ございません。
厳しい状況の中ではございますが、今後も新鮮で安全、安心な地元産農産物の供給など地域の皆さまのお役
に立てるよう努力してまいりますので、より一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

宍戸幸男

夏野菜とイカのピリ辛炒め

冷やしてもおいしい夏おでん

1食当たり

約

407kcal

料理研究家／波多野充子

■材料（2人分）

■材料（2人分）

東京野菜フェアとして

さつま揚げ………2枚
がんもどき
（小）…2個
ちくわ……………1本
こんにゃく
（小）…1枚
はんぺん…………1枚
ミディトマト………4個
ズッキーニ ……1/2本
トウモロコシ…1/2本

ＪＡ東京中央管内（世田谷区、杉並区、中野区）の野菜を即売します

■作り方

新型コロナウイルス感染拡大防止を考慮して中止といたします。

期間

7 28
月

7 31

日（火）〜 月

日（金）

各日

11: 00 〜16: 00（野菜がなくなり次第終了）

JA東京アグリパーク
J R新宿駅南口より徒歩

4分

駅

新宿
● 渋谷区代々木 2-10-12
すぐ
ＪＡ東京南新宿ビル1 F
TEL / FAX 03-3370-3001 / 03-3370-3017

●ホームページ アドレス
https://agripark.tokyo/

■材料（4人分）

（１階：JA東京アグリパーク）

夏場が旬のスルメイカと野菜を、サッ
と炒め合わせて作るピリ辛なおかず
です。暑くて食 欲 がないときにも、
ご飯やビールが進んでしまううれし
いメニュー。イカは炒め過ぎると硬く
なりますので、手早く仕上げましょう。
豆板じゃんの量で、お好みの辛さに
調整してお召し上がりください。

ファーマーズマーケット
の情報を詳しく
紹介します！

茨城県笠間市にある「天晴（旧キッチン晴人）
」オーナーシェフ

永井智一（ながい・ともかず）

パプリカ ………………… 3 個
レンコン…………………200g
タマネギ ………………中 2 個
ジャガイモ ……………小 4 個
……………3本
ナス
（皮をむく）
豚バラスライス…………200g

︻Ｂ︼

水…………………… 2400ml
タカノツメ…………………4 本
サラダ油………………大さじ3
塩 ………………大さじ1と1/2
…………… 5g
和風だし
（粉末）

︻Ｃ︼ ︻Ｄ︼

情 報、
重要なお 知らせやイベント
ち早くお 知らせします
キャンペーン情 報などい

ファーマーズマーケット

二子玉川

営 業 日 ●火曜日〜日曜日
休 業 日 ●月曜日（年末・年始・夏季休業あり）
営業時間●午前９時〜午後４時 30 分

ファーマーズマーケット

千歳烏山

営 業 日 ●月曜日〜水曜日・金曜日〜日曜日
休 業 日 ●木曜日（年末・年始・夏季休業あり）
営業時間●午前 10 時〜午後６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。
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

Facebook

フェイスブック
https://www.facebook.com/jafmfutakotamagawa/
インスタグラム

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

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。

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/
インスタグラム

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

ファーマーズマーケット

荻窪

営 業 日 ●火曜日〜 土曜日
休 業 日 ●日曜日・月曜日・国民の祝日
（年末・年始・夏季休業あり）
営業時間●午前 10 時〜午後４時 30 分
杉並区産、
中野区産の新鮮な農産物を販売しています。
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
Facebook

フェイスブック
https://www.facebook.com/jafmogikubo/
インスタグラム

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

だし汁 …6カップ
酒 ……… 大さじ2
しょうゆ…小さじ2
塩 ……… 小さじ1
梅干し…………2個

おでんというと冬のイメージ
ですが、夏野菜がたっぷりの
夏おでんもおいしいですよ。
調理時間が短く、冷める間に
味が染み込んでくれるのもう
れしい、主婦の味方。隠し味
はさっぱり梅干し。いろいろ
な具材でお楽しみください。

さっぱりオクラの冷やしそば
■材料（1人分）

茨城県笠間市にある「天晴（旧キッチン晴人）
」オーナーシェフ

■作り方

■作り方

❶つゆの材料を全て鍋に入れ沸かし、冷たくしておく。
❷オクラは塩ずりしてゆでて冷水に落とし、半分に
切って種を取り除き、包丁でたたき、削り節であえ
る。１〜２本をトッピング用に取っておく。
❸中華麺をゆでて、冷水で締めておく。

❶
【A】の材料を一口大に切り、
【B】と一緒に鍋に入れ、あくが出たら
取りながら野菜が煮えるまで中火で煮る。
❷弱火に落とし、
【C】を入れ１０分ほど煮込む。
❸器にスープを盛り付け、
【D】を散らして出来上がり。

ーデン
ガ
ン
チ
ッ
キ
る
き
ベランダでで

❶こんにゃくは塩でもみ、熱湯に入れて４〜５分ゆでて水を切る。
❷さつま揚げとがんもどきに熱湯を掛け、油抜き後水気を切る。
❸オクラは塩もみしながら洗う。材料は食べやすい大きさに切る。
❹大きめの鍋に調味水と梅干しを入れ、沸騰後、野菜以外の材料を加
え 5 〜 6 分ほど中火で煮る（沸騰させない）
。
❺❹にズッキーニ、トウモロコシ、シイタケを加え３〜４分、その後、ミディ
トマト、オクラ、ミョウガも加え１〜２分煮て火を止める。
❻冷製の場合は、冷ましてから冷蔵庫で冷やす。
❼からし、七味唐辛子、ゆずこしょうなどお好みの物を添えていただく。

永井智一（ながい・ともかず）

かつおだし……1/2カップ
米酢 …………1/2カップ
しょうゆ ……1/4カップ
みりん ………1/4カップ
砂糖……………大さじ1
ごま油…………小さじ1
すりごま………小さじ1

（110g）
ミックスビーンズ …1缶
パセリ
（みじん切り）………適宜

まごころ＋Ｃも
ホームページで
ご覧になれます

調味水

つゆ

（400g）
カットトマト………1缶
カレー粉………………大さじ2

おすすめレシピページ

シイタケ ………2枚
ミョウガ…………1本
オクラ …………4本

中 華 麺 ………………1 玉
オクラ …………………6本
大葉 …………………5枚
ミョウガ ………………1 個
ミニトマト ……………1 個
生ワカメ ……………適宜
おろしショウガ………適宜
削り節 ………………適宜
スダチ ………………1/2個

︻Ａ︼

シンプルで見やすいサイトにしました

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

334kcal

■作り方

パプリカのスパイシースープ

JA東京南新宿ビル

ホームページ リニューアルしました！

❶イカは内臓、目、くちばしを取り除き、胴は輪
切り。足は食べやすい大きさに切る。
❷ナス、パプリカ、ズッキーニは大きめの乱切り。
トウモロコシは皮をむき包丁で実を芯から切り
取る。ニンニクは芽を取り薄切り、ショウガも
薄切りにする。
❸フライパンにごま油大さじ２とニンニクを入れ、香りが出たらショウ
ガ、ナス、ズッキーニを加えて炒める。
❹全体がしんなりしてきたらパプリカ、トウモロコシとイカを加え、イ
カが少し白っぽくなったら合わせ調味料を入れて炒め合わせる。

1食当たり

約

料理研究家／波多野充子

スルメイカ……1 杯 合わせ調味料
ナス………… 1 本 酒……………大さじ1
パプリカ……1/2 個 みりん ………大さじ2
ズッキーニ ……1 本 酢……………大さじ2
トウモロコシ …1 本 塩……………小さじ2
ニンニク………1 片 豆板じゃん…小さじ1/2
ショウガ………少々
ごま油 ……大さじ2

今年のＪＡ東京アグリパークイベント ＪＡ東京中央 の「旬を楽しむ夏休み！」小学生向けワークショップ は

2020年 夏号 Vol.13

夏野菜をおいしく食べよう！

6月30日より代表理事組合長に就任いたしました。
代表理事組合長

まごころ+C

❹器に❸を盛り付け、千切りにした大葉、ミョウ
ガ、おろしショウガ、生ワカメ、ミニトマト、ス
ダチ、
❷を飾り、
❶を回し掛けて出来 上がり。
飾りに取っておいたオクラにタコの刺し身など
（材料外）を添える。

チンゲンサイ（アブラナ科アブラナ属）

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。

チンゲンサイやタアサイなどの中国野菜がスーパーに並ぶようになったの
は、日中国交正常化前年の1971年の広州交易会に参加した種苗会社が種を
日本に持ち帰ったからです。
チンゲンサイやタアサイの種は、すでに遣隋使や遣唐使の時代に日本に持ち
込まれていたはずです。それらが根付かなかったのは、アブラナ属の野菜だか
らです。ほとんどのアブラナ属は他家受粉で、周りに菜の花が咲く畑では、他
のアブラナ属と容易に交雑し、品種独自の形質を維持できません。今は採種技
術の向上により、安定した品質の種が供給されるようになっています。
チンゲンサイは、1970年代は青軸パクチョイや青茎パクチョイとも呼ばれ
ていました。1983年に農林水産省が流通の混乱を防ぐためにチンゲンサイに
名称統一しました。漢字では青梗菜と書き、梗は芯の堅い茎を意味します。
チンゲンサイは生育期間が短く、暑さ、寒さに強い野菜です。4月から10月
まで種まきできます。春まきや夏まきはアオムシやヨトウムシなどに食害され

やすいので、被害の少ない秋まきの方が栽培は楽です。
日当たりと風通しの良いベランダならプランターで栽培できます。
深さ10cm以上のプランターに市販の培養土を入れ、条間10cmの筋
まき、または10cm × 5cmの点まきをします。順次間引き、本葉3〜
4枚で1本立ちにします。農薬を使用しないキッチンガーデンでは、間
引きした物も間引き菜としてみそ汁の具などに利用できます。
土が乾燥すると肥料の効きが悪くなり、生育も鈍化します。水やり
は朝やって、夕に土の表面が乾く程度にします。追肥は1週間置きに
1000倍の液肥を施します。
秋まきでは40〜60日で収穫できます。草丈15cmが目安です。チン
ゲンサイは中国野菜ですが、おひたし、グラタン、油炒めなど和洋中
に利用できます。

