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●ＪＡの加工室、調理室、会�室など、各��を
ご�用いただけます。

●�料金でさまざまな教室を体験できます。
●�意なことを生かして、部員�らが先生になれ
ます。�ときめきお�け��
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ＪＡ遠州中央管内（袋井市・磐田市・浜
松市天竜区・森町）にお住まいもしくは
お�めの方ならどなたでも加入できます。
加入�に年会�400円をお支�いくだ
さい。
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ハガキ  ▶ 〒438-0086　磐田市見付3599-1
 JA遠州中央　広報課「コミュニティー誌 プレゼント」係
ｅメール  ▶ KOHO@enchu.ja-shizuoka.or.jp

 件名 ： コミュニティー誌　プレゼント応募
応募〆切／２０２３年２月２０日（月）（当日消印有効）
※当選者の発表は、発送をもって代えさせていただきます。※ご提供いただいた個人情報は、ＪＡ遠州中央の広報活動以外に使用いたしません。
※右記のＱＲコードを読み取ってもメール送信画面が起動しない場合は、メールアドレスをコピーしてお使いください。

読者の中から抽選で「農産物の詰め合わせ」を５名様にプレゼントします。
ご希望の方は、ｅメールからの応募、またはハガキに①郵便番号②住所③氏名（フリガナ）
④電話番号⑤年齢⑥ＪＡへのご意見をご記入の上、下記宛先までふるってご応募ください。

プレゼントコーナー
農産物の詰め合わせ プレゼント！

メールはこちらから▶

●次号は４月１日㈯発行予定です。
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ＪＡ女性部では、管内各地でさまざまな体験教室を開いています。お試し感覚で参加してみませんか？
●参 加 条 件／	ＪＡ遠州中央管内（袋井市・磐田市・浜松市天竜区・森町）在住の方
●募 集 期 間／定員になり次第、締め切りとさせていただきます。
●お申込み・お問合わせ／	下記の各地区女性部担当まで、お電話ください。
※ご予約いただいた方には後日、女性部担当から連絡いたします。

内容 日程 場所 会費 連絡先 定員

① 肉まん作り 2/17（金）
午後1:30～

広瀬支店２Ｆ
調理室 材料代 豊岡店

☎0539-62-4446 10名

② お弁当でも使える
おかず　３種

3/17（金）
午前9:30～

見付ふれあい
生活工房 600円位 磐田北部店

☎0538-38-0067 10名

※日程、内容等は都合により変更する場合があります。
※新型コロナウイルスの感染状況により、中止または延期になる場合があります。
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SNSで
情報

発信中！

※写真はイメージです。
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※2023年３�発送予定。当選のご連絡は�品の発送
をもってかえさせていただきます。
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※�ピア、�コープ豊田中央店、フ��リーマート森町�
の市店は��外です。
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　今年度、皆さまからの支持を受けて商品
化した「ライオンメロンかりんとう」がこの度、
静岡県が主催する「ふじのくに新商品セレク
ション」で金賞に輝きました！
　商品は当ＪＡの各ファーマーズマーケット、
農産物直売所、Ａコープ豊田中央店、移
動販売車「ときめきマルシェ」のほか、近隣Ｊ
Ａ（大井川・ハイナン・掛川市・遠州夢咲）
の直売所などで好評販売中です。
※ 人気商品につき、一時的に品切れの際はご容赦く

ださい。

�����たい�を���！
さまざまな��の�が��しています

お問合わせ先 ＪＡ営農企画課　☎０５３８-３６-７０１４
受付時間：平日 ８：３０～１７：００（土・日・祝日休み）

「ＪＡ遠州中央ときめきアグリワーク無料職業紹介所」では、働き手を募集する農家や
農業法人と、職を探している地域の皆さまとの橋渡しを無料で行なっています。静岡
県のＪＡグループでは、地域の皆さまに農業への関心を持っていただけるよう、お仕事
検索サイト「しずおかの農業で働こう！」を開設しています。さまざまな角度から農業
を紹介しているほか、多様な雇用先からの求人情報が閲覧できます。

お仕事検索サイト
「しずおかの
　農業で働こう！」

はこちら▶

当ＪＡ管内
（袋井市・磐田市・
浜松市天竜区・森町）
の求人情報はこちら▶
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今シーズンもやってます！！

原木生シイタケの収穫体験 予約制
場　所 	 ＪＡ香りの丘	茶ピア構内圃場（袋井市岡崎7157-1）
	 ※茶ピア直売所で受付をします。

日　時 	 ３月下旬までの毎週月・水・木・金曜日
	 ９：００～１６：００
	 ※生育状況によって期間が短くなる場合があります。

体験料 	 1,500円（税込）☆お土産付き
	 所定の袋に入れてお持ち帰りできます！

※	新型コロナウイルス感染予防対策として、検温・手洗い・アルコール消毒・
マスク・ビニール手袋（ＪＡにて用意）の着用にご協力ください。
※	雨天、荒天時のほか、シイタケの生育状況により中止となる場合があります。
※	収穫体験の予約は先着順です。事前に下記までお申し込み願います。

お問合わせ・お申込み先 茶ピア直売所 （火曜日定休）
☎0538-44-1900

茶ピアの
詳しい情報は
　　   こちら▶

ライオンメロンかりんとう
100ｇ入り　198円（税込）

※ 当ＪＡの店舗以外では、価格が異なる場合があります。
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　ときめきネットワーク　　vo l . 7 0 食 と 農 で 地 域 を 元 気 に ！

「章姫」と「さちの
か」を交配・育成
して静岡県で生ま
れました。２００２年に
品種登録され、静岡県を
代表するイチゴとなっていま
す。主な産地は静岡県ですが、
そこから広がり、愛知県や茨城
県などさまざまな地域で栽培され
ています。果実は円錐形の大粒で、
香りが良く、甘さと酸味のバランスもと
れ、コクのある味わいです。果皮だけ
でなく、果肉まで赤いのが特徴です。
名前の由来は、中まで真っ赤で、ほっ
ぺが落ちるほどおいしいことから、名付
けられました。

選び方
果実（花托）にツヤがあり、ヘタが張
り、種が熟しているものを選びましょ
う。ヘタの付け根に緑色の部分が残っ
ていないのもポイントです。果実の色
については、一般的には赤いものが
熟していると言われますが、品種
によってはあまり赤くならない
品種もあります。

令和４年度「静岡いちご娘」

松
まつ

下
した

 萌
も

々
も

子
こ

 さん
（ＪＡ遠州中央　営農企画課）

“ 静 岡 いちご 娘 ” が 魅 力 を 紹 介 ！

（2人分）材　料
◦レタス	 …………… １００ｇ
◦シイタケ	 …………… １個
◦水………………… ４００㎖
　　鶏ガラスープの素	… 大さじ１
Ⓐ　しょう油	 ……… 大さじ１
　　塩コショウ	 ……… 適量
◦卵…………………… １個
◦いりごま（白）	 ……… 適量

（2人分）材　料
◦サツマイモ（約１７０ｇ）	… １本
◦水（さらす用）	 ……… 適量
　　片栗粉	………… 大さじ２
Ⓐ　砂糖…………… 小さじ１
　　牛乳…………… ５０㎖
◦バター	……………… １０ｇ
◦はちみつ	…………… 適量
◦いりごま（黒）	 ……… 適量

わが家の
レシピ レタスとシイタケの卵スープ

わが家の
レシピ フライパンで簡単スイートポテト

レタス
森町特産のレタスは軟ら
かくて甘く、肉厚です。
生で食べるのはもちろん
のこと、炒め物やスープ
との相性も抜群ですよ。

鈴木 伸明さん

鈴木 浩孝さん

コレを使いました！

作り方
①		レタスは一口大に手でちぎっておく。シイタケは軸を取り除き、５㎜幅に切
る。

②		鍋に水を入れて中火で熱し、沸騰したら①を入れて煮る。レタスがしんなりし
たらⒶを入れて混ぜ、溶き卵を回し入れて約１分煮る。

③		卵が固まってきたら火から下ろし、器に盛り付け、いりごまをかけて完成！

作り方
①		サツマイモの皮をむき、一口大に切り、水に５分ほどさらす。
②		水気を切った①を耐熱ボウルに入れてラップをし、電子レンジ（６００Ｗ）で約
７分加熱する。柔らかくなったらフォークで細かくつぶす。

③		②にⒶを加え、よく混ぜ合わせたら一口大の大きさに丸める。
④		中火で熱したフライパンにバターを引き、③を焼く。両面に焼き色が付いた
ら火から下ろす。

⑤	器に盛り付け、お好みで、はちみつといりごまをかけて完成！

コレを使いました！

サツマイモ
種類が豊富で、ホクホク
とした食感やねっとりした
食感が味わえるサツマイ
モ。加熱することでより
甘みが引き出されます。

ＪＡいちご部会

大
おお

塲
ば

 正
まさ

昭
あき

 部会長

ＪＡ遠州中央　園芸課

鈴
すず

木
き

 秀
しゅう

輔
すけ

 主任

ＪＡ遠州中央の
イチゴ

静岡県のイチゴ

　いちご部会は２０２２年度、４４人の部会員が１1.0ha
でイチゴを生産していて、１１月上旬から翌年６月中旬頃
まで収穫し、出荷しています。近年は、ハウス内の状況
をスマホで把握できる環境モニタリングを導入するなど、
スマート農業も積極的に取り入れています。また、低農
薬栽培による安全・安心で高品質なイチゴ作りに部会全
体で取り組んでいます。
　品種構成は「紅ほっぺ」６４％、「きらぴ香」３６％で、
他ＪＡに比べて「きらぴ香」の割合が高く、ブランド化に力
を入れています。

　イチゴを担当して１６年目になります。普段の仕事は主に、部会の事
務局や集荷・販売、生産者への栽培指導などをしています。管内産の
イチゴは、各市場への出荷を中心に、２０１７年度からは海外輸出も始
まりました。ＪＡでは高い品質のイチゴが出荷できるよう、営農指導員
が生産現場を巡回して情報交換をしたり、部会員を集めて目ぞろえ会を
開き、出荷規格を確認しています。また、
生産者の労力を軽減するため、ＪＡがパッ
ク詰め作業を引き受ける「パッケージセン
ター」を設けるなど、当地域でのイチゴの
生産を支えています。

　いちご部会では、従来の段ボールでの出荷
に加え、２０１９年度から新たにコンテナを使っ
た出荷に取り組んでいます。段ボールは、出
荷後に廃棄されてしまいますが、コンテナであ
れば出荷後も再利用が可能です。結束バンド
も使用しないためゴミの削減になり、ＳＤＧｓ
にもつながっています。資材価格が高騰して
いる現在、生産コストを抑えることができてい
ます。

　かわいらしい見た目と鮮やかな色、ほどよい
酸味と口の中に広がる甘さ―。
　子どもから大人まで人気を集めるイチゴです
が、当ＪＡで主に栽培されている品種には「紅
ほっぺ」と「きらぴ香」の２種類があります。今
回は知っているようで知らなかったイチゴのさ
まざまな情報を、静岡いちご娘が紹介します！

ここに
ありますヨ

！

ここに
ありますヨ

！

農産物直売所

周智郡森町森1731-2
☎0538-85-0831
■営業時間／午前9：00〜午後6：00
■休　業　日／年末年始、盆
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磐田市見付3599-1
☎0538-36-7081
■営業時間／午前9：30〜午後6：00
■休　業　日／年末年始、盆明け

������
������������

�����

���
���

����3��������

����
������

�������

�������
���������

ファーマーズマーケット

過去の品評会の様子

生産者の声 ＪＡ担当者の声 SDGsにも

取り組んでいます！

いちご娘が教える
イチゴの○○

あなたはどっち派？

毎年、静岡県下ＪＡの東部・
中部・西部の各地区から１人ずつ
任命され、消費拡大イベントなどの

参加を通じて、県内外に
静岡イチゴをＰＲしています。
より多くの人に静岡のイチゴに
ついて知ってもらえたら
うれしいです。

保存方法
パック入りのイチゴは、浅めの容器に入
れ替えます。イチゴを重ねずに、ヘタを
下にして一段に並べ、ラップをして冷蔵
庫に入れましょう。その際、ヘタは付けた
ままにしておきます。ヘタを取ってしまうと、
そこから水分が蒸発して、傷みやすくな
ります。食べ切れなかったイチゴは、冷
凍しましょう。よく水で洗い、ヘタを取り、
水気をよくふき取ってから冷凍保存用
のパックなどに入れて保存します。
1つずつ取り出して食べれば、
シャーベットのような食
感が楽しめます。

豆知識
イチゴはバラ科の植物です。甘みが
あるため果物と思われがちですが、
果実的野菜に分類されています。私
たちが果実だと思って食べている赤い
部分は、正しくは“花托”と言って、つ
ぶつぶした種のように見えるものがイ
チゴの“果実”なんですよ。
※�本誌面では分かりやすく表現す
るために花托を「果実」と表
記しています。

おいしい食べ方
洗うと傷みやすくなるため、食べる直
前に洗いましょう。ヘタはつけたまま
洗います。ヘタを取ってしまうと、せっ
かくのビタミンCが流れ出てしまいま
す。少し日が経ち果実がしぼみか
けたものは、レモンを入れた水
の中で洗うと、再び果肉が
引き締まり、おいしく食べ
られます。

このシールがＪＡ遠州中央の
イチゴの
しるし！

１９９６年に育成が
始まり、交配組み
合わせを繰り返し

２８万株からの選抜に
より誕生したイチゴです。
２０１７年に品種登録された
静岡県オリジナルの品種で、
県内限定栽培です。果皮は濃
い赤色でツヤツヤとしていて、果
肉の断面は淡い赤色。果皮はしっ
かり、果肉も硬めなので、輸送性と
日持ち性にも優れています。
名前の由来は、きらきらとした宝石のよ
うな輝きで、甘くフルーティな品のよい
甘味と香りを持つことから名付けられま
した。

※	新型コロナウイルスの感染状況によって内容が変更される可能性があります。

第31回 ＪＡ遠州中央いちご品評会
日　時 2023年2月13日(月)	 品評会　午前１１：００～

	 販売会　午後		2：0０～
場　所 ららぽーと磐田	１階（東広場）

磐田市高見丘１２００

　ＪＡのイチゴ品評会を、３年ぶりに一般のお客さまに公開して開催します！
なかなか見る機会がない農産物の審査の様子を生で見学することができます。
　さらに、品評会と併せて特別販売も行なう予定です。ＪＡ遠州中央産の「紅
ほっぺ」「きらぴ香」がたくさん並びます。この機会にぜひ一度品評会をご覧い
ただき、良質なイチゴをお買い求めください。

いちご品評会開催

品評会のイチゴが買える
販売会も！３年ぶ

りに一
般公開

！

パッケージセンターで
の作業の様子


