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特集 笠ポッポ農園  
 
 笠ポッポ農園の河合さんは名古屋生活クラブの取り組みをある意味スタッフ以上に理解していらっしゃる

生産者です。昨年フラリエで開催したオーガニックマルシェももとは河合さんの提案から始まったこと。当日

は福島支援の看板に絵を描いて奈良から持ってきてくれました。河合さんから文章を頂きましたので紹介しま

す。 
  

生産者と消費者を繋げる 
                       

4 月 18 日 河合秀訓 
 

き、再び出荷可能となった。しかし新天地での一年生。過去の経験などあまり意味をなさない。なかなか思う通り

30 年ぐらい前のある日、就職活動に無縁の学生は自転車に乗って目的も無く知らない街へ。JR 中央線阿佐ｹ谷駅

北口商店街の外れ、“結（ゆい）”という店先に並ぶまっ黒な土で覆われた葉付きの大根を目にしペダルを止めた。

ひかれる様にレゲエが流れる店内へ入った。なんとなく「仕事ありますか？・・・」と尋ねると「調度良かった。

人を探していたんだよ」との返事。この出会いが全ての始まりだった。仕事は軽トラックに有機野菜や無添加食品

を積んでの移動販売。今では慣行栽培のものと差がないくらい見た目の良いきれいな農産物が多いが、当時はひと

くせも、ふたくせもあるものがほとんどだった。それでも個性的というか表情があったように思う。また需要があ

るからと冬にトマトやキュウリなどを売ることもなかった。周年を通じて揃う品目も少なかった。それでも「すみ

ません。今は端境期なので無いんです」とよくお客さんに伝えた。逆に収穫最盛期には「お願いします。今が旬で

す。たくさん買ってください」と押し売りの毎日。ある意味、勝手な八百屋だった。 

生産者がどのような人か知っている。顔の見える関係を大切にした。自分自身も畑へ足を運び、生産者と話しを

し、畑の農産物を見て回る。この人がつくったんだから我々は気合を入れてがんばって売る。そして農業に対する

思いや考え方、畑の状況などをお客さんに熱弁する。時にはむきになって・・・ 

思えばうるさい八百屋だった。さも全て判ったように語っていた。チェルノブイリ原発事故が起きる。〝命が大事、

反農薬、反原発〟そんな草の根ネットワークのはじまりだった。 
 

しなくてもよい百姓の引越し。いろんなしがらみを捨てる勇気もなく、結局、郷里に戻ることになった。大和三

輪山の奥、上之郷地区にご縁あって落ち着くことになる。数年前、再び農の世界に戻ってくることができた。自分

らしい生き方ができる自分の居場所。以前からお付き合いのあった名古屋生活クラブさんからも声をかけていただ



「  笠ポッポ農園 河合さん」と名古屋生活クラブ 
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に困ってしまう。そんな状況だ。こんな事をすれば上手くいかないとい

う失敗談は得意かもしれない。農業分野だけに限らず・・・ 
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奈良の神聖な三輪山の奥にある笠ポッポ農園 

の〟のことにもっと興味を持ってい

は使いたくないかもしれない農薬を浴びながら経済生活のために散布し、命を縮める。意識もなしに、さも当たり

前のように。この構造は 30 年前と大して変わらない。理想と現実のギャップは変わらない。 

この事をあえて言ったところで仕方の無いことかもしれない。ただ良とする、悪とする前にど
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珍しくも無くなったが人の意識はあまり変わっていないように感じる。言葉とイ

メージだけが一人歩きして、もっと大切な本質みたいなものが置き去りにされて
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青ネギ露地栽培の圃場

れた食事でないことは確かかも。この時期が品目の少ない端境期。よそではほとんど買わずにいる。子どもも学

校給食の方が色々食べているのだろう。自分たちの食料自給率を高めるためにも、米や多品目の野菜を作らなけれ

ばならない。おそらくそれが百姓の基本だと思っている。が、さらに多忙になってしまう。よそで買ってくる方が

楽だし効率も良いのだが、何か抵抗があるわけだ。6 月は実えんどうやインゲンが食べられるはず。楽しみだ。こ

れでもかという位の豆を入れた豆ご飯をたくさん食べれるのだから。8月にはオクラもたくさん

出荷したい。あっという間の一年。この繰り返しは続く。そう、この単調な日々の営みを元気に

続けていくこと、いけることが幸せなんだと自分に言い聞かせている時もある。 

今後とも笠ポッポ農園の野菜をよろしくお願い致します。そしてよろしければ社
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とこまとして、いつでも畑にお越しください。おかまいはできませんが〝ばっかり食〟でご歓

迎致します。いつもどうもありがとうございます。 
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河合さんと名古屋生活クラブの繋がりはかなり密接です。どろんこ村 合さんと名古屋生活クラブの繋がりはかなり密接です。どろんこ村

べ比べ企画に協力いただいたり、大交流会や生産者会議へのさまざまな提案。アドバイザー的な役割をしていただいています。生活

クラブ社員の成長もあたたかく見守ってくれている心強い生産者です。 
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名古屋生活クラブ 食の安全最新情報 Vol.１ （Ｄｒ.外山） 

プラスチックによる海の汚染 
 

この写真は、（株）名古屋生活クラブのスタッフが、どろん

こ村に研修で、薪にするための流木を拾っているところです。

しかし、流木だけでなく、プラスチック製品のごみも目に付き

ますね。ここは、比較的少ない方だと思いますが、もっとひ

どい所を見たことがあるのではないでしょうか。 

現在、世界中の海が、プラスチックで汚染されています。 
 

大きな問題となっているマイクロプラスチック 

 小さなプラスチック（正式な規定は無く、研究者によって

0.5～5 mm 以下とばらつきがある） 

 歯磨き粉、化粧品などに含まれるビーズ（製品の段階で小さなプラスチックになっている）と、大きなプラスチックが

粉々になったものがある。（アジアでは後者が多い） 

 元のプラスチックに含まれる成分（ビスフェノール A、フタル酸エステル類など）だけでなく、海水中の様々な毒物

（PCBs、DDTs など）が、マイクロプラスチックに吸着している 

 鳥、魚介類、プランクトンが食べてしまい、蓄積する。特に牡蠣などの貝類に多く蓄積する 

 マイクロプラスチックを食べた生物に、毒物が移行する 
 

この様に、多くの問題のあるマイクロプラスチックですが、こんなところにも影響がありました。 

Microplastic Pollution in Table Salts from China Environ. Sci. Technol. 2015, 49, 13622−13627 
中国で、市販されている食塩に含まれるマイクロプラスチックを分析した論文です。 
 

1. 市販の様々な塩を溶かし、フィルターろ過したものを、顕微鏡でマイクロプラスチックを数えた結果 

海水から作った塩  550～681 個/1kg 

湖水から作った塩  43−364 個/1kg 

岩塩から作った塩  7−204 個/1kg 

海水から作った全ての塩に、1kg あたり 500 個以上のマイクロプラスチックが含まれていました。また、半数以上が

0.2mm 以下のサイズで、形はほとんどが不定形（≒砕けた後の小さな破片）か繊維状でした。 
 

2. プラスチックの種類を分析した結果 

海水から作った塩は、PET（27.3%）、ポリエチレン(20.5%)、セロファン(18.2%)、ポリエステル(13.6%)。顕微鏡で、マ

イクロプラスチックを判断したものの中にも、プラスチックではないものも含まれていたが、ほとんどがプラスチックで

ある事が確認できた。 
 

（解説） 

この論文は、中国で市販されている塩について調べたものです。中国の海岸には、日本より多くのゴミが有ると言われ

ています。日本は、こんなにひどくないでしょうか？ 

今のところ、マイクロプラスチックの大半は、プラスチック容器、化学繊維などの大きなプラスチック製品が砕けたもの

だといわれています。大きなプラスチックは、海面に浮いていて波打ち際に多く集まる傾向がありますが、分解されると海

中に沈みやすくなり、外洋に広がりやすくなります。また、太平洋には西と東の 2 ヶ所パンダの目のようにゴミの集まる海

域があります。日本はこのゴミの集まるエリアのすぐ近くにあり、むしろ中国よりも危険かもしれません。 

また、「今のところ、マイクロプラスチックの大半は、プラスチック容器、化学繊維などの大きなプラスチック製品が砕け

たもの」と書きましたが、更に小さいものは、ほとんど実態がわかっていません。 

マイクロプラスチックだけでなく、放射能、水銀、農薬による環境汚染など、「安全な食べ物を選ぶ」から、「安全で

はない食べ物を増やさない」へ、考え方を変えなければいけない時代になっています。 



隔月連載 岡崎勝先生コラム その１ 

学校ってどんなところ？  
 

 みなさん、はじめまして。岡崎センセです。今、名古屋市の天白区の植田東小学校とい

うところで、五・六年生の理科を教えています。 

 今回から、学校や勉強のだいじなことやおもしろいことをできるだけ分かりやすく書いて

いきたいと思っています。みなさんも、学校のことで、変だなとか、どうしてかな？ということがあったら、えんりょなく、

質問してください。できるだけみなさんに、分かってもらえるように、正直にお答えします。 

 

 さて、第一回は、学校はどんなところか？ということを説明します。もちろん、みなさんは「見れば分かるじゃん」と

言うかも知れませんが、じつは、「学校ってどんなところ？」と聞くと、色々な答えが返ってきます。 

 ボクはずっと担任をしていましたから、子どもたちとよく話をしました。すると、こういう「学校、どう思う？」と聞くと、

おもしろい答えをたくさんしてくれました。たとえば、「学校はたいくつ
．．．．

なところ」「学校はつまらない、めんどくさいとこ

ろ」とか、「学校は嫌いだ」「学校をバクダンでこわしたい」なんて言う子もいました。 

 もちろんジョーダンも入っていますから、そんなにまじめにこたえる必要はないのですが、それでも、さいしょに思

ったのは、あっ、ボクのちいさいとき同じだってことです。実は、ボクも学校をこわしたいと思っていました。でも、学

校はともだちと遊べるから好きでもあったのです。「学校はきらいだけど、友だちがいるので行きたい」という子は意

外とたくさんいるのではないでしょうか。「家にいて、おかあさんの どなり声を聞くより、学校に行った方がましだ」と

言う子もいましたね。 

 みなさんは、いろいろな考えを学校にたいしてもっていますが、実は、おとなたちはどうでしょうか？ 多分、大人

たちは、「子どもは学校で、勉強してかしこく
．．．．

なってほしい」と思っているでしょうね。でもみなさんは、「学校で勉強し

てかしこくなろう」と思っていますか？ 多分、勉強してテストでいい点数をとろうと思っている人はいるでしょうね。で

も、テストでいい点を取ることと、かしこくなることと同じでしょうか？ 親たちも「かしこい」＝「いい点数」だと思ってい

る人も多いかも知れませんね。 

 でも、岡崎センセは、点数のよい子がかしこい子だとは思いません。ボクは学校というところは、「一人前の大人に

なるためのじゅんびをするところ」だと思っています。ですから、点数がよくても、ともだちとうまくつきあえないとか、

自分の仕事（掃除や給食当番）がしっかりできないとか、自分の思っていることをきちんとみんなに伝えられないと

か、そういうことがあっては、一人前になれませんし、かしこいとは言わないと思います。 

 一番困るのは、点数だけがいいのだけれど、いじわるだったり、自分の事が自分でできなかったりすることです。

もちろん、最初からかしこい子なんていません。みんなで一緒に勉強したり、いっしょに生活したりすることでかしこく

なっていきます。さいしょからかしこい子なんていません。 

 「岡崎センセ、じゃあ、教科書の勉強は、一人前になるた

めにどんな役にたつんですか？」と聞かれたことがありま

す。それを次回考えましょう。 

岡崎先生プロフィール  

現在 名古屋市立小学校教員（定年後、非常勤講師） 
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このコーナーでは、渡部和男先生（各務原ワークショップ主宰、医学博士、前浜松医科大学勤務）にお願いし、人間や環境

に優しい生活への提言をお届けします〔隔月〕。（とりあげて欲しい話題やご質問があれば、編集部までお寄せください。） 

テフロン加工のフライパンについて 

  各務原ワークショップ 渡部 和男 
 

 フッ素系合成樹脂、テフロンで表面がおおわれ、使用時にこびりつきにくい（以下、ノンスティック）

調理器は広く使われています。テフロンは、安全性に議論が多い物質です。テフロンはフッ素化合

物のポリマー（重合体）です。これを作るときに使われるペルフルオロオクタン酸
．．．．．．．．．．．

（以下PFOAとする。

C8 ともいわれる）およびできあがったテフロン
．．．．

、この両者の人間や環境に対する安全性は長く議論されてきました。 近

の新しい動きを含めて、テフロン調理器の安全性を再び見直す必要があります（なお、この文章は「にらめっこ」iおよび

「CS支援」iiに掲載して頂いた文章を元にして、新しい動きについて追加したものです）。 
 

新しいフライパン・ラッシュ？ 

 テレビやインターネットなどでノンスティック調理器の宣伝が目につき、PFOA を使用していないことを強調した宣伝があ

ります。PFOA はフッ素化合物です。PFOA は鍋に焦げ付きにくいフッ素ポリマー被膜を作る時に使われます。このポリマ

ーはポリテトラフルオルエチレンといい、「テフロン」という商標名で良く知られています。以後、テフロンと呼びます。 

 PFOAは化学的に安定な物質で、自然界ではほとんど分解されません。体内に取り込むと排泄されにくく蓄積し、有害

な作用を及ぼす懸念があります。約１０年前、デュポン社iiiはPFOAの危険性を報告しなかったとしてEPAivから訴えられ、

和解し、2015年までにPFOA使用を止めると約束しました。これが現在起こっている新フライパン・ラッシュの一因となって

います。 
 

PFOA は免疫系に悪影響を与え、がんの原因に 

 PFOA はごく微量で免疫系に悪影響を及ぼします。ネズミを実験的にインフルエンザ感染させると、PFOA を与えられた

ネズミの死亡率が高くなりました。インフルエンザ・ワクチン接種でできる血中の抗体（免疫物質）を検査すると、PFOA で

汚染された水道水を飲んでいた人の血中抗体が少ないことが分かりました。 

 PFOA を使用する工場の従業員に腎臓がんや精巣がんが多く発生しました。前立腺がんやリンパ腫との関係も報告さ

れています。動物実験でも PFOA 投与によってがんが発生します。 
 

PFOA 環境汚染 

 このPFOA汚染が問題になったのは、米国ウェストバージニア州のデュポン社の工場が近くの水道水をPFOAで汚染し、

住民が水道水のために病気になったと訴えたためです。昨年 2015 年 10 月 7 日、PFOA 汚染によって腎臓がんになった

とデュポン社を訴えた女性が裁判で勝利しました。 

 PFOA 汚染問題は外国だけの話しではありません。日本の多くの河川の水からも検出され、愛知県環境調査センター

による日光川や境川の調査（2013）でも検出されています。 

 テフロン加工調理器から食品などへの PFOA の移動が心配され、研究が望まれていましたが、適切な分析手段がなか

ったため研究は進みませんでした。 近、分析法が開発され、調理器から食品に移行することが明らかになりました。 
 

PFOA 代替品も危険 

 デュポンは現在 PFOA を製造・使用をしないそうです。しかし、化学会社は 1 つの化学物質が使えなくなると、ほんのわ

ずかに分子の形を変え、似たような物性と毒性とを持つ化学物質を作って使用します。デュポン社は、今度はわずかに

異なる化合物 GenX を作り、使用しています。この物質を EPA 職員は工場から放出されることを確認しています。この物

質は PFOA とほぼ同じ物性と毒性を持つと考えられています。GenX を 2 年間投与したラットの実験で「肝臓や膵臓、精巣

でがん性腫瘍を発症した。がん以外に、その実験で GenX に曝された一部のラットは良性腫瘍や腎臓病や肝臓変性、子

宮ポリープも発症した」（The Intercept, 2016 年 3 月 4 日）と報道されています。 



 この様な化学産業の動きは、プラスチック製造でビスフェノール A の代わりとしてビスフェノールＳを使うという動きに似

ています。さらには脱法ドラッグの製造とも重なりそうです。 
 

テフロンは加熱すると有害物質になる 

 PFOA が使われていなければ大丈夫でしょうか。そうではありません。テフロン加工調理器を加熱すると、フッ素化合物

であるテフロンが分解し、有毒なガスを発生することが知られています。 

 テフロンを使って調理した時、飼っていたインコなどの鳥類がそのガスで死んだことが良く知られています。インコが死

んだのは 280℃に加熱した時だといいます。なお、肉を焼く時の一般的な温度は 260℃程度です。電子レンジで電子レン

ジ内部に使用されているテフロン部品を加熱してしまい、その結果、肺に障害を受けた女性の例もあります。 

 これらのことがきっかけとなり、テフロン加熱で出てくるガスの研究が行われ、高温にすると猛毒ともいえるガスが発生

することが知られています。 

 先に述べました PFOA を含まないとされているテフロン製品を熱すると PFOA などが器具から出てきます。熱しすぎる

（300℃）とテフロから多量の PFOA などができます。製造会社が 230℃以上に加熱しないように指示していますが、この

温度でも PFOA などが遊離することが知られています。 

どうすれば良いでしょうか？ 

 テフロン加工鍋は数年で、人によっては半年で滑りが悪くこびりつくようになり、使いにくくなります。おそらく被覆してい

るテフロンに傷をつけたり、高温で分解させたりしたためでしょう。さらには、テフロン加工鍋使用は健康に悪いかもしれ

ない。どうすれば良いでしょうか。 

 新しいフライパンを買って、使い続けますか？ひょっとすると今は「 終販売」でお得に買えるかもしれません。テフロン

加工をした鍋がなくても大丈夫です。宣伝されているノンスティック製品の販売価格は安価ではありません。それらよりも

安価で丈夫な製品があります。 

 それは鉄製のフライパンなどです。鉄製のフライパンや中華鍋は 初の手入れをていねいにし、使う時に油をひき予熱

する必要はありますが、あまりこびりつきません。卵や肉を焼くときに鍋の温度が低すぎるとこびりつきますが、予熱して

使うとほとんどこびりつきません。さらに今売り出し中のフライパンより安価に購入でき、ほぼ一生使い続けることができ

ます。簡単な手入れをしながら使うと、こびりつきにくくなり、愛着がわきます。肉をこんがりと美味しいきつね色に焼くに

は、フライパン温度が 260℃ほどが良いとされています。肉が載っていないところの温度はもっと高くなっているでしょう。

なお、先に触れたように、テフロンフライパンは 230℃以上にしないよう製造業者は指示しています。 

 鉄製品を使うと、何よりも、鍋からはがれ落ちたテフロンのかけらや熱分解物を食物といっしょに食べなくて済むでしょう。 

本号の記事、リブライトさんの「極 ＆ ROOTS 上手な調理へのアドバイス」を参考にして下さい。 
 

分からない物は身近に置かない 

 フライパン以外の中華鍋や平鍋などにもテフロンなどが使われていることがあります、また、こびりつき防止のためにオ

ーブンの天板にクッキングシートを敷きます。一部のクッキングシートはシリコン樹脂を使いますが、一部にはテフロンや

テフロン以外のフッ素樹脂が使われています。食品容器にもテフロンが使われている可能性がありますが、表示されて

いないことがあります。テフロン使用が分からない物は使わない方がよいでしょう。シリコン樹脂の安全性ははっきりしな

いことをつけ加えます。 

 テフロン使用を止めても心配が残ります。PFOA と非常によく似た物質 PFOS が使われていました。汚れや水濡れなど

を防ぐために使われた 「○○ガード」などのペルフルオルオクタン硫酸です。その会社のホームページでは別のフッ素

樹脂に代えたと記載されていますが、その安全性もまだ藪の中です。 

特に強い必要がない限り、安全性が分からない物は身の周りに置かないことです。 

                                                  
i 「にらめっこ」…（各務原発）親と子のコミュニケーション・ぺーパー（ミニコミ誌） 

         渡部和男先生が「“天然の暮らし”応援団」を連載されてみえます。 
ii 「CS 支援」…化学物質過敏症支援センターの機関誌 
iii デュポン社…アメリカおよび世界の化学会社、テフロン以外に良く知られて商標にテトロンがある。 
iv EPA…アメリカ環境保護庁、日本の環境省にあたる行政組織 



極 & ROOTS 上手な調理へのアドバイス 
 

■ まずは、「油返し」 

鉄フライパンを焦げつかせないように使うには、料理を始める前に、

鍋に油を充分になじませておくことが重要です。お玉一杯ほどの油

を鍋に入れて熱し、油が適温になったらオイルポットに戻す。この

「油返し」を、面倒がらずに調理のたびに毎回きちんと行うことです。

これが、料理の味、仕上がりの、成功、失敗を分けるポイントです。 

こびりつきにくい加工を行ってあるテフロンフライパンは、鉄に比べ

て熱伝導特性が極めてマイルドなため、香ばしい焼き目がつきにく

いという性質をもっています。このため、熱量を補うために火加減を

強くして、鍋の調理温度を上げて使う傾向に陥りがちです。 

鉄フライパンで、テフロンのフライパンと同じ火加減で調理しようと

すると、たちまち焦げ付きを起こしています。これをさけるために、

最初は中火でフライパンを予熱し、鍋が少し熱くなりかけた時に、

手際よく「油返し」を行い、いったん弱火にしてから材料を入れて調

理を始めて下さい。その後は材料の焼き目、熱の通り具合などから

判断して、適切な火加減に調整しながら調理を行います。 

 

■ 熱量不足は、失敗のもと。 

火力調整に慎重になり過ぎて、失敗する人が時々います。鉄鍋は、

調理温度が適温に達しないまま材料を入れますと、焼いたり、炒め

たりするときの「ジューッ」という軽快で良い音がせず、簡単にこびり

つきます。あわてて動かそうとして材料が崩れてしまい一層悲惨な

状態になりやすいのです。予熱を行うときは、絶対に調理油から煙

がたつほど熱しすぎてはいけませんが、一方で、及び腰の不十分

な加熱では「熱量」が足りずに失敗します。適温まで充分に熱し、 

それから火力を絞って弱火加減で調理を始めるようにすると失敗し

にくくなります。 

 

●ガスコンロの火加減 

鉄フライパンで使う火加減は、中火（炎の先が、鍋底面にちょうど届

く高さ）から、弱火（炎の先が、ゴトクと鍋底面のちょうど半分の高

さ）の範囲を主に使います。中火で「予熱」、「油返し」を行い、焼き

物をする場合は、弱火で行います。炒め物は、基本的に中火で、料

理の状態をみながら火加減を少し強めたり、弱めたりして下さい。 

一例として、チャーハンは、いったん弱火でご飯をヘラで均等に鍋

に押えつけて、ご飯の表面に熱が通ってからかき混ぜて炒めるよう

にすると焦げ付きにくくなります。 

調理のポイント チャーハン、焼きそば、餃子の場合チャーハンのご

飯は熱々を用います。冷たいご飯は電子レンジで「チン」して熱して

おいて下さい。卵を使うときはあらかじめ熱々ご飯に卵汁をかけて

軽くまぜあわせてから炒めますとパラパラになりやすいです。味付

けの醤油、ソースなどは焦げ付きやすいので、最後に使います。 

焼きそばは、麺を充分にほぐしておいて、先に野菜炒めを行って野

菜から水分が出たら麺を入れて蒸し焼きそばをつくります。醤油、

ソースなどの味付けはチャーハンと同じく最後に行います。 

焼き餃子のポイントは、最後の段階の火加減にあると申し上げま

す。最初に餃子に焼き目をつけてからお湯をさし、蓋をして強火で

蒸らします。湯が蒸発してなくなってきたら蓋をとり、その時に火加

減をこれ以上できないくらいの弱火にします。そのまま3 分から5 

分焼いて下さい。金属ヘラ、木ベラ等で餃子をぐいっと持ち上げる

と、パリッとした焼き目のついた餃子が、出来上がります。 

市販餃子を焼くときの注意 

市販の餃子には「最後に強火で焼き目をつけて下さい。」と書いて

ある場合があります。これは原則として、熱伝導が弱いテフロンの

フライパンで焼く場合を想定した焼き方です。鉄フライパンで、最後

の火加減を強火にすると、餃子の皮が真っ黒に焼けて鍋にくっつき、

餃子は具と皮がバラけてしまい、無残な仕上がりになります。 

 

●お手入れについて…極端な「洗いすぎ」は逆効果 

「焦げ付き」や「こびりつき」が、いつまでたっても改善できないお客

様の中には、「きれい好き」で「清潔意識が高い」人が多いという傾

向を感じます。 

普段のお手入れは、湯沸かし器のお湯か、水道水でサッと洗い、

水滴をよくふき取っておいて下さい。中火～弱火のコンロの炎で熱

し、水分を乾かしておいても結構です。ただし、うっかり長時間にわ

たって空焚きすることのないよう注意して下さい。 

また、特別ひどく焦げ付いていないのに、毎回ゴシゴシと、洗剤や

磨き粉で洗い過ぎてしまう人がいます。こういうお手入れは、鍋の

油膜を完璧に落としてしまうため、焦げ付きが解消しにくくなります。

丁寧に洗うのはよいことです 

が、あまり神経質に洗いすぎてしまうと逆効果となりかねません。 

もちろん、頑固な焦げ付きが残った時は、金属タワシ、ザラザラの

ナイロンタワシなどで、徹底的に磨いていただいて結構です。鉄鍋

表面の汚れを完全に落とし、人間の肌に例えますと「スッピン」に戻

してから、丁寧に「油ならし」を行いますと、油のなじみがよみがえり

ます。鉄フライパンは、この手入れを何度でも行うことができ、その

たびに鍋が使い始めの状態にリセットされるという特長をもってい

ます。 

「便利・簡単」がPR ポイントのフッ素樹脂フライパンに慣れた方が、

初めて鉄フライパンを使うときは、特に不安な気持ちに陥りやすい

と思います。しかし、昔から言われてきたように、「習うよりも慣れ

る」という体験が大事だと思います。 

まずは商品の取扱説明書をよくお読みいただき、ここまでに紹介し

たポイントを参考にして、調理回数を積み重ねて下さい。そして、美

味しくて、健康によい料理を楽しんでいただきたいと思います。 

RIVER LIGHT__ 



漬物本舗 道長さんのかんたん「梅ぼしの作り方」 

 

その１ 生梅の漬け方 
レシピ 

・生梅１ｋｇ  

・塩１５０ｇ 

●漬け方 

①水に浸す（青梅の場合は１２時間程度。梅の熟度によって時間を加減する。完熟の場合は３時間程度） 

②水の中で転がすように梅を洗い、水をよく切り、きれいな布巾で水分を拭き取る 

③塩を入れたボールに生梅を少しずつ入れ、塩粒で表面にキズが付くように転がしポリ袋に移す。これを 

繰り返す 

④最後に残った塩を入れ、袋の空気をよく抜いて封をする 

⑤２、３日経ったら袋の空気をさらに抜き、封をしなおして袋の上下の向きを変える。 
 
その２ もみしその作り方と漬け込み（生梅１ｋｇ相当） 

レシピ 

ワンポイント： 

梅ぼし作りで『塩』はただひとつの調

味料です。良質なものを使いましょう。

とくに『天日塩』をおすすめします 

・赤しそ３００ｇ（枝付きで３束） 

・塩６０ｇ 

・白梅酢６０ｃｃ 

●しそのもみ方 

①枝付きの根は切り落としてから水洗いをする 

②しそ葉を摘み取り、もう一度水洗いして水を切る 

③レジ袋にしそ葉と塩をいっしょに入れ、袋の口をしばりよく振り混ぜ合わせ、１０分ほど置く 

④③をボールに入れ、よくもみ、アク水をしっかりしぼる。 

⑤二回目で白梅酢を加え、梅酢が紅色になるまでしそ葉をよくもむ（今度は梅酢を捨てない） 

⑥漬け梅といっしょに袋に入れる（漬け梅としそを交互にいれる） 
 
その３ 梅の干し方（漬け込みから１０日ほど経ったら晴天の日をえらんで） 

用意するもの：なるべく平らなザル 

①梅を取り出してザルに並べて、しそは梅酢をよくしぼり、団子のまま天日干しする（午前１０時頃までに） 

梅酢の入った袋も陽にあて、殺菌する 

②午後３時ごろ、梅としそをふたたび梅酢の入った袋にもどす。 

③４、５日経ち、晴天の日にふたたび①の要領で天日干しをする 

④今回で干しあげとし、梅酢にはもどさず、別の容器に移す。保存は冷暗所で 
 
その４ 赤梅酢の利用法 
赤梅酢は貴重な調味料です。工夫次第でいろいろに使えます。 

１．しば漬 

刻んで塩漬けしたきゅうり、なすの水をよくしぼり、赤梅酢を加えてできあがり 

２．ドレッシング 

赤梅酢に少量のしょうゆと食用油を赤梅酢の半量ほどを加えてできあがり 

３．焼肉のタレ 

赤梅酢に少量のしょうゆとすりごまを加えてできあがり 

●用意するもの 

・ジップ袋大（27cm x 27cm） 

・ボール 

●用意するもの 

・すり鉢・レジ袋 

４．その他、煮物などの隠し味に。おかゆにスプーン１杯加えても 



～会員さんのお店紹介～               ◇企画展開催中！ Facebookでチェックしてね！◇ 

organic創作醗酵レストラン 大豊
たいほう

軒
けん

（岐阜県可児市） 

季節の美味しいものを食べて頂きたい。 
レストランというのは、「戦って、走り続けた人が休む場所」とはシェフの言葉。 

尾鷲の旨い魚、岐阜県産の鶏肉・豚肉、味の濃い野菜を味わえる一軒家レストラン。 

野菜は近隣の個人農家のオー

ガニック野菜。魚介は三重県熊

野直送・鮮度抜群のもの。目利

きの手を経て、とてもいい状態

で入ります！なかなかお目にか

かれない魚が入ることあり！ 化学調味料不使用、生き生きとした素材のうま味を、シェフの腕が引き出します！ 

 
直井昭憲さん（シェフ）、順子さんご夫妻が切り盛りするこの大豊軒は、昭憲さんの祖父が中津川で興し、可児へ移転

して 30 年、中華料理店として 50 年の歴史があります。お父さんの引退をきっかけに引き継いだのが 10 年前。それ

を機に、昭憲さんの体質に合わない化学調味料の使用をやめ、オーガニックレストランとして再出発しました。 

味が変わったことでそれまでのお客さんは離れ、一日 1 人という日も。そんな時、ひとつのご縁が。「化学調味料使っ

ていません」という店の姿勢に惹かれて訪れた男性客が 2 日続けてやってきた。「美味しかったよ。」その一言は、つ

らい日々を晴らすきっかけとなり、彼とは、長い付き合いに。そしてもう一つ。現在、仕入れる魚介もまた、昭憲さ

んが料理人になるきっかけになった恩師の縁。直井夫婦は、人との縁が今日の大豊軒を支えていると考える。 

ところで、「創作発酵レストラン」って何？と思った方はおられないだろうか。その由来は、再出発後の経営的危機の

中、仕入れに困り調味料の自作を始めたことにある。理由はともかく「調味料を醸す、しかも麹から」という店がそ

うそうあるだろうか？これはもう、シェフ昭憲さんの料理人としての並々ならぬ探求心があるからこそ、ではないだ

ろうか。そんな昭憲さんを支える順子さんは、柔らかな明るい笑顔で訪れる客に心を配る。 

ひとつ、決めていることがあるという。野菜は自分達では作らない。近隣地域で頑張っている個人農家に、野菜つ

くりは任せる。彼らの野菜の味は力強く料理に映える。それでも、野菜で生計を立てていくことは難しい。だったら、

自分たちは料理する側に徹しよう。発酵食レストランという通り、醤油も醸す。でも、まっとうに作られた調味料が

手に入るなら、そこの加工品を支える。手作りにこだわるわけじゃない。自分だけがいいのではなく、まわりと共に、

生きる。ゆるやかなつながりの中で生かされ生きる柔らかさ、まなざしの広さに、魅力を感じる。   （取材 永田京

子） 

                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

～メニュー～ 一期一会の一品あり。 

仕入れにより内容は変わります！  

昼 ランチ 3 種/北京パスタセット（自家製手打

ちパスタ）￥1350/お料理セット（スズキのソテ

ーねぎと黒酢ソース）￥1450/あんしん豚スブタ

ランチ￥1900 /福福セット（2 名様から）お一

人様￥2650 夜：アラカルト中心。お酒もありま

す。（日本酒・焼酎・ワイン・自家製ドリンク等）

コースは予約にて（2名様から）3000 円～、ご相

談下さい。コースはシェフのおすすめ盛りだくさ

んで、お得感あります♪ （すべて税込）

お一人で来店されるお客様もみえますし、2～3

人でのご来店なら色々な味を楽しめます。人数に

より貸切りあり。最大収容人数 30 人程度。 

取材は 3 月。暖炉の火、心地よい音楽。大切な人や家族

と訪れたくなる。「究極のくいしんぼうの 2 人がやって

いるオーガニックレストランです。」と順子さん。 

直井昭憲さん

順子さん 

↑スブタランチ ゆっくりと火を通したジューシーな厚切りヒレ肉はほんのり桜

色で柔らか。黒酢と 1年以上寝かせた自家製ソースをかけて。長ネギとごぼうはフ

リッター、ニンジンは素揚げ。野菜の風味が濃い。前菜は前日から仕込んだ尾鷲の

タコとルッコラ、赤い大根のサラダ。自然発酵の蒸しパン、ス-プ付き。 

住所）岐阜県可児市広見２２４６−１８（あおい書店さんのある交差点「田白」を東に進んで久々利川を渡る手前の右側の

一軒家。）（営業時間）11：30～15：00 18：00～21：00（電話番号）0574-63-6664 （駐車場）7台 （定休日）木曜 ＊

基本予約は要りませんが、食材終了や臨時休業もあり、確かめてのご来店をお勧め。少人数でもお気軽にご連絡下さい。



 

どろんこ村ファームステイ記（２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修生４人と１年間ファームスティの小学生２人がやって来た。 

 今日はどろんこ村の「育てて食べる家族会議」 

どんなことを話し合ったかと言うと、①唐揚げやラーメンを１ヶ月にどれくらい食べたいか？ それによって何羽鶏を

育てるか決める。 

②どんな野菜を食べたいか？ 育ててみたいか？  

とりあえず半年間の計画をたてる。 

話し合った結果、ヒヨコは１２羽育てることに。 

野菜は、トマト、ミニトマト、キュウリ、モロヘイヤ、オクラ、パプリカ、ナス、ピーマン、ヒョウタン、ニンジン、ゴーヤー。

ゴーヤーはわたしの希望。「ゴーヤーきらい！」と言うサクラちゃんを説得して「１本だけなら」と追加してもらった。 

するとチヒロちゃんが「１本じゃ枯れたときなくなっちゃうよ」と言ってくれて２本が認められた。 

 農家になりたいゴーちゃん、先生になりたいユリナちゃん、情報発信したい藤原君、カフェがやりたいハルカちゃ

ん、そして小学生二人の、どろんこ村での育てて食べる生活のスタートだ。 

 みんなを歓迎するかのように、この春初めてエミューがエメラルドグリーンの卵を産んだ。 

見つけたサクラちゃんとチヒロちゃんはイチゴハウスの苺を摘んで、エミューの卵を割ってロールケーキを作った。 

食べた後の卵の殻を、二人は鶏のエサを計る計量カップにして毎朝使っている。 

庭にいる子豚３匹、名古屋コーチン２０羽、ヒヨコ１７羽(５羽は死んだ時のための保険)、去年の鶏４羽のエサやりは

学校に行く前の二人の仕事なのだ。（2016.4） 

イベントスケジュール 

5 月 5 月 14 日（土） トンディさん＆タイ料理交流会（ウィルあいち）主催：名古屋生活クラブ たねまきの会 参加費 500 円 

5 月 15 日（日） タイチェンマイのおふくろさんトンディさんに学ぶみんなで創るよりい地域（豊橋市民文化会館） 

主催：STA なみだの分かちあいアジア 

5 月 17 日（火） ﾀｲのトンディさんに学ぶ女性の生きる力（岡崎りぶら）主催：うぶやの会・名古屋生活クラブ たねまきの会 

5 月 19 日（木） たねまきクラブ おしゃべり会（名古屋生活クラブ事務所）10：00～ 

5 月 21 日（土）パパとママに聞いてもらいたいお話（岐阜メディアコスモス）名古屋生活クラブ たねまきの会 

6 月 6 月 4 日（火） パン作り教室（わっぱん）※詳しくは配布チラシをご覧ください。 

6 月 7 日（火） たねまきクラブ おしゃべり会（岡崎リブラ）10：00～ 

6 月 18 日～19 日 三上さんりんごの袋がけ（青森県） 

 

お知らせ 
（１）「たねまき新聞創刊号 p.7 に掲載したわっぱ関連職業開拓校『則武屋うどん』の営業時間は 11：00～14：00
のみとなります。夕食時間帯は営業しておりませんのでご注意ください。お伝えいたしました情報が不十分で申し訳ご
ざいませんでした。 
（２）５月中旬～下旬ごろ、河原でカラシナの種を摘んでみませんか？春に咲いていた菜の花の大半はカラシナです。
みんなで積んだカラシナの種を使って、秋くらいに、美味しくて簡単な「マスタード作り」ができたらいいな～と思っ
ています。 
 
編集後記 

５月号は増ページですが、まだまだお伝えしたい情報はあります。１ヶ月のサイクルは早く、あっという間で、きれい

に紙面構成やデザインをできていません。会員のみなさまや原稿をお寄せくださった方々には申し訳なく思っています

が、続けていくことが大切だと思いますのでご容赦ください。（森田） 
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