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特集

織座農園

環境に負荷をかけない生き方の選択から
見えてきた有機的なつながりの豊さ
織座農園

窪川典子

＜夫と二人で始めた織座農園＞
1986 年、夫と二人で始めた「織座農園」は、長野県南佐久郡、八ヶ岳の東斜面、標高 1000ｍから 1200ｍ
の最高冷地にあります。就農して 31 年目。私が小学校教員を退職し、有機農業に専念するようになって 27 年目
になりました。
1952 年生まれの私は、右肩上がりの経済成長という時代の波の中で育ちました。水俣病・四日市喘息・イタイ
イタイ病などの公害が社会問題になり始めた頃で、私の母は、食べ物や添加物、放射能の影響などに危機感を持っ
ており、私も子どもながら関心を持つようになったと思います。
結婚して間もなく、市民農園を借り、二人で野菜を育てるようになったのですが、周りで作っている人が、作物
に虫害や病気が出てくると農薬をまくのを見て、有機農業のことなど全く知りませんでしたが、私は絶対まきたく
ないと思いました。小さな畑に年間 50 種類余の野菜やハーブや花を育てて休日農業を楽しみました。意外と生産
量もあり、二人で食べきれない分は農産加工したり、ご近所に配ったり、親子で収穫に来てもらったりもしました。
子どもに「おばちゃんちは、八百屋さんみたいだね。
」と言われる程で、狭い土地ながら農の世界の豊さに感動した
ものです。その頃よく行っていた自然食品店から、うちにも持って来てほしいと言われ、葉物などおままごとのよ
うな初出荷をしたら、その売り上げで玄米が買え、物々交換の素晴らしさを知りました。
また、夫が日本で初めて有機農業を掲げた「日本有機農業研究会」に入会し、講演会に出かけたり、本を読んだ
りするようになり、ポツポツ知り合いもできました。
そのうち「有機農業をやろう」ということになり、楽しい場所探しが始まりましたが、当時はまだ情報が少なく
『山と渓谷』という雑誌に出ている空き家情報を見ては、居住していた東京近辺の千葉や埼玉などを主に見て回り
ました。残念ながらどこもピンと来ずにいたところ、夏に長野県北信地方の空き家を見た帰り道に佐久を通った時、

あまりにも広く澄み切った青空に魅せられ、私が「ここなら住めるかも」と言ったことがきっかけで移住先が決ま
りました。農業のことはほとんど知らなかったので、短期集中の寒地農業の大変さは後々、身に沁みて知ることに
なりましたが（笑）

＜家を建て、農園を開放し交流を深める＞
6 年間の掘立小屋時代を経て、東京の住まいを整理し、1992 年有機農業
や私たちの暮らし方、生き方を知ってもらうために、宿泊できる家を建て、研修
生や大学のゼミ合宿など若い人たちを受入れるようになりました。子どもが好き
な私は、こどもたちのための農業と生活体験の場を作ることを望んでいました。
そのために夫が作ってくれた「おりざこどものうえん」のリーフレットには、次

織座の家

のように書かれています。
「農薬や化学肥料を排除するだけでは、有機農業の入口に立ったに過ぎません。有機農業には『土地は未来から
預かったもの』という考え方があります。環境を収奪する過剰な生産や『食料』の輸入は、大量の廃棄物を吐き出
し続け、病気や飢えを引き起こし、わたしたちを呑み込んでいます。問題を次世代や第三世界の人たちに押し付け
る『わたしたちのくらし』にたいし、
『もうひとつのわたしたちのくらし』をはじめようとして 20 年（今では 30
年）近くになりました。作って食べる直接の共同関係は、くらしのありかたにたくさんのヒントと機会を与えてく
れます。織座農園の小さな輪にご参加ください。」
長く共に歩んだ夫は、2002 年 7 月、まさかのトラクター事故で急逝しましたが、今では遺言のようになったこ
のメッセージが、私を励まし続けてくれているように感じています。

＜名古屋生活クラブとの出会い＞
毎年、7 月から 10 月まで「織座農園セット」でお世話になり 14 年目
になります。私は、2003 年 7 月、伊澤社長からキャベツがないかとお電
話を頂いて、初めて名古屋生活クラブの存在を知りました。たまたまキャ
ベツがあったのでお送りしたところ、またすぐに他にどんな野菜を作って
いるか聞かれました。セットで野菜を出しているので、いろいろ作ってい

窪川さんの畑

る旨お話したら、臨時的に 1 箱お買い上げくださいました。翌日昼過ぎの電話で「あんなおいしいカブは、食べた
ことがない。どんな土でできているのか、ぜひ畑見学をさせてください。
」と言われスタッフの方たち 4 人で来援
されました。2003 年 8 月上旬のことでした。あちこちに散在する手が回らず雑草だらけの畑を案内し、ようやく
色付き始めた露地のミニトマトを「味が濃くておいしい。」と言ってくださいました。ズッキーニ畑では、ご自分の
手を土の中へズブッと入れて土をつかみ、においをかいで、「織座農園の土は野菜のにおいがする。」とおっしゃい
ました。土や地下水にできる限り負荷をかけたくないし、又、遺伝子組み換え由来の飼料を食べさせられている動
物の堆肥は使いたくないという思いがあり、残飯整理も兼ねてわずかに飼っている鶏舎のと、仲間に分けてもらう
鶏糞を少しずつ使う程度の少肥栽培故かと思います。私は伊澤社長のこの言葉を心強く有難く受け取りました。
夜は、近くで新規就農したばかりの元研修生たちも集まり、その時、畑にある野菜で料理を作り、にぎやかに食
卓を囲みました。名古屋生活クラブのおいしいワインも加わり、あれこれ話がはずみ、楽しく交流しました。その
時に、名古屋生活クラブとお付き合い頂きたいと言ってくださったのですが、夫を亡く
して、やっとまだ 1 年を過ぎたばかりの頃で、有機農業という生き方をやめるという選
択肢は全くなかったものの、これから先をどう生きていくのか、ひとりでやっていける
のか、自信も持てず暗中模索状態でしたから、返事に窮していました。
「うちはセット野
菜もいろいろやってるから、キャベツやレタスなど余ってるものを出してくれるのでも
窪川さんの羊
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いい。」などと、熱心にお誘いくださる伊澤社長の提案を有難く思い
ながらも悩みました。あれこれと対話を重ねるうちに、新規就農した
元研修生たちと組んで「織座農園セット」として出荷させていただく
ことができたら、まだ販売先の少ない彼らにとっても良いことだろう
と思いつき、苦し紛れにお話したら「それでお願いします。」と言っ
て頂き、お付き合いが始まりました。
その翌年、「織座農園の大根を丸ごと使ったお料理教室」を名古屋
の事務所でさせて頂きました。子ども連れのお母さんたちが 10 組ほ
ど参加され、スタッフの女性にもお手伝い頂いて、大根葉の梅和え、

料理教室の時の様子

豚肉と生姜と大根の炒め煮、ふろふき大根など大根尽くしのお料理を和気あいあいと作りました。お味噌汁用に切
った大根を子どもたちが生でポリポリ食べて「甘い」
「おいしい」と大騒ぎになり、それを見たお母さんたちが「う
ちでは食べないのに」とびっくりされていたことも楽しい料理会」のひとコマとして思い出します。終了後に見せ
て頂いた「名古屋生活クラブ

お知らせ＆NEWS」の内容の濃さと取り扱い商品の質の高さに感動した私は、その

場で会員になり、毎週暮らしに必要なものを購入しています。
私にとって名古屋生活クラブは、流通ではなく、大切な提携先のひとつです。

＜人とのつながりを豊かに＞
織座農園には研修生やその友だち、有機農業仲間、消費者の家族や学生たち、
地元で開いてもらった森のようちえん「ちいろば」の子どもたちやお母さんた
ちなど、年齢も性別も生い立ちも性格も違うさまざまな個が集まります。「援
農」とは言わず、特にカリキュラムなどは組まず、共にその時々の仕事をし、
語り合い、収穫した旬の野菜でご飯を作って食べる「織座の生活」を体験して
もらいます。人が集うと、農業の話、アレルギーの話、環境のこと、平和のこと、教育の問題や社会問題、時には
誰かの悩みごとなど実にさまざまな話が飛び交います。解放された自由な雰囲気の中では、初めて会う人同士も自
然に打ち解け合い、本音で語り合えるようになります。
社会の理不尽さに対する怒りやいじめ・ニートの苦しみなどを語っているうちに涙があふれ出す場面に出会うこ
ともあります。これも有機農業のもつ癒し効果のひとつだろうと感じています。
こうした交流の積み重ねが、深い信頼関係を築きあげていくのだろうと思います。重苦しく不安な状況の中で、
一体どう生きていけばいいのか、何を信じればいいのか、そんな混沌の中で喘いでいた若者たちからの「有機農業
の暮らしの体験は、今までの生活や価値観・人生観を見直すきっかけになり、世界観が広がった。」
「いのちの根源
が農にあり、環境や平和の問題は、人間の生存のすべてにつながっていくのだと感じた。」などといった感想が、夫
亡き後の私を励まし、支えてくれます。
野菜を食べて織座を支えてくれる人たちとのつながり、生産者同士のつながり、居場所として織座に集う若者た
ちとのつながり。つながりがつながりを生んで有機的なつながりが豊かに広がるのは、有機農業の果てしない魅力
のおかげです。
20 年近く自家採取してきたトマトからは、実にさまざまな形質を持ったトマトが出現します。色も形も大きさ
も味もまちまちなトマトと向き合っていると、ヒトも違って当たり前と自然と納得できます。
これからも、虫や雑草、目には見えないあらゆる生き物と共にある畑と向き合いながら、自分自身を耕しつつ、
さまざまな人たちと縦横無尽に関わり合い、個人の尊厳に基づいた自由で豊かな関係を築いていきたいと思います。

子どもたちの未来のために私たちができること」③
～チェルノブイリ救援中部機関紙「ポレーシェ」より～

――――

（８月ということで少し趣向を変えて）
内容については様々なご意見があると思いますが…
長年にわたり、「遺伝子組み換え食品」や「原発」問題に
真剣に取り組み、今も（文章から年齢の見当がつくはず）
ウクライナ、そして福島・名古屋間を頻繁に行き来され、
ご自身の知識と労を惜しみなく捧げてみえる河田さんの原
点を感じていただきたく、お届けします。（編集部）

この国は何処へ行くのか

―――――

７月１６日（※2015年）、国会は通称「安全保障法案」を野党欠席のまま、与党自民党と公
明党、次世代の党だけで衆議院を通過させた。骨格となる集団的自衛権について、憲法の
専門家や元法制局長官らが「憲法違反」と批判し、国民の多くが納得しないまま国会での
多数決で強硬採決するという暴挙はこの国の民主主義の根幹を揺るがすものである。福島
原発事故を経験し、原発反対の意見が多数にもかかわらず原発再稼働に突き進むのも民意
を無視する政府の姿勢である。法治国家としてのこの国のこれからが問われている今、
我々は何をすべきなのか。
６０年安保反対闘争と私
６０年安保と集団的自衛権
１９６０年６月１５日、大学生の私は国会
第二次世界大戦の敗戦国日本にとって、ア
議事堂前にいた。この日、東大生の樺美智子
メリカは戦勝国であり、戦後日本は半ば植民
さんが警官隊との衝突で亡くなった。生物学
地として機能した。朝鮮戦争でアメリカの手
を学びたいだけで大学進学した当時の私は
足となり軍事物資調達で経済成長を遂げた
全くのノンポリで政治には関心がなかった。
あとも、東西冷戦後の国際情勢の中でアメリ
しかしその１か月前の５月１９日、日米安保
カとの関係はますます強化され、アメリカの
条約改定をめぐる衆議院特別委員会で新安
核の傘のもとでの経済成長路線は続いた。非
保条約に反対・抵抗する野党を、政府自民党
核三原則「核を持たず、作らず、持ち込ませ
は国会に警官隊を導入して排除し、強硬採決
ず」を唱えて佐藤栄作首相がノーベル平和賞
して大きなニュースになっていた。当時、私
をもらいながら、沖縄や横田基地に核兵器が
が受けていた物理学の授業の担当はのちに
あるのは誰もが知っている、という矛盾を国
ノーベル物理学賞を受賞した朝永振一郎教
授で、学長でもあった。彼の授業は分からな
いながらも面白く、毎回大好きな科目であっ
た。警官隊が国会に突入した翌週、朝永学長
は全学に広報した。
「諸君、今、この国の民
主主義は存亡の危機にある。
どうしたら良い
か諸君は自分の頭で考えなさい」。そして大
学は一週間の休講となった。
右も左もわから
ないまま、私は学生自治会の主催するデモ隊
に加わり、国会デモに出かけた。昼はデモ、
夜は新宿駅で寝る、といった日々が続いた。
毎日、何万人ものデモ隊が全国から集まり国
会議事堂を取り巻いた。そうした中、私は否
応なしに「国家とは何か、政治とは何か、民
主主義とは何か、学問は何のためにあるの
か」
といった疑問を自問自答しつつ日々を送
った。連日の安保反対の声に、岸信介首相は
「声なき声は新安保条約を支持している」
と
うそぶいた。事前にアメリカと新安保条約を
約束した岸首相は衆議院で強硬採決し、自然
成立させたのちに辞任した。私は再び研究の
世界に埋没したが「学問とは何か」との問い
はその後も心から離れることはなかった。

民は平気で許してきた。米ソ冷戦はアメリカ
と日本の支配層にとって同盟強化の格好の手
段であった。６０年安保条約改定の骨格は、
それまで米軍が日本の周辺海域だけにとどめ
てきた軍事行動を環太平洋全域に拡大する、
というものであった。今、安倍政権の集団的
自衛権は、世界のどこでも米軍と共同の軍事
作戦を可能にする、という点で、なんと６０
年当時の状況と似ている事か。
「戦後レジー
ムからの脱却」を掲げる安倍首相だが、内実
は戦後一貫してきた日米同盟の更なる強化で
しかない。
沖縄を例にとるまでもなく、政府
はこの国を敗戦国のままに固定化し、
真の国
家としての独立を妨げているとしか見えな
い。
それは落日の影がさしてきたアメリカに
とって最も好都合な選択である。尊王攘夷を
掲げて明治維新を起こし、幕府を倒した明治
政府が一転して脱亜入欧を唱えてアジアを侵
略した事実も含め、この国の体質は歴史的に
見て全く変わっていない。安倍首相が岸信介
首相の孫であることは偶然ではない。
真の民主主義国「日本」をこれから誰が作
るのか。 （2015 年 7 月 17 日 河田）

道長さんに学ぶ「ぬか漬け作り」交流会報告
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7 月 15 日に、一宮スポーツ文化センターに道長さんをお招きして、ぬか漬け作りを

教えていただきました。今回は、30 人の会員様にお集まりいただき、ぬか漬けがはじ
めての人も、今まで自分で作っていた人も、新しい発見をして楽しんでいただけました。

交流会の内容
1. ぬか床の調整
はじめに、既に自分でぬか漬けを作っている会員様に持ってきていただいたぬか床を、
道長さんがチェックをして、改善方法のアドバイス。さすがに、皆さんきちんと管理さ
れていて、良い状態になっています。それでも、
「酸っぱすぎる気がする」とか、
「水分
が多い」とか、それぞれに疑問があり、改善のアドバイスをもらいました。
普段は、自分のぬか床しか知らないのが普通ですが、ぬか床も十人十色で、全て味が
違います。調整しながら、いろんな人のぬか床を食べ比べして、既にぬか漬けを作っている人も、作ったことの無
い人も、口をそろえて「こんなに味が違うなんて、びっくりしました」と喜んでいました。

2. 漬け方
基本は、塩ずりして漬ける事。塩で野菜の表面を傷つけて、味がしみやすくするような感じに塩ずりして下
さい。ポイントは、いろいろな野菜を漬ける事。特に、夏はナス、パプリカがおすすめ。
3. ぬか床の再生
動画で見せてもらいました。何ヶ月も放置して、表面がカビだらけになったぬか床。でも、あきらめないでくだ
さい。表面のカビを取って、勇気を持って味見をしてみて下さい（自己責任でお願いします）
。結構、なんとかなる
そうです。但し、どぶのような臭いになっていたら、どうにもならないのであきらめて下さい。新しいぬかと塩を
足して、使って下さい。

4. 調味料という名の添加物
たんぱく加水分解物、アミノ酸など、多くの調味料が使われています。昔は、アミノ酸を「化学調味料」と呼ん
でいましたが、今は「うまみ調味料」と呼ばれています。現在は、化学合成で作られる事は少なくなり、特定のア
ミノ酸を大量に生産するように改良された微生物から作っています。これも、発酵食品といえば発酵食品なのです
が。たんぱく加水分解物、酵母エキスなども、原料は天然のたんぱく質や酵母という生き物なので、天然物と言え
なくも無いのですが、なんかおかしいですよね。

道長さんからアドバイスを抜粋
塩は多めに
ぬか床を維持していると、塩分が少なくなりがちです。実は、開始前に自分のぬか床（最近、ちょっと臭いが
出てきてると思ってました）も見てもらったのですが、結構塩をいれていると思っていたのですが、塩分が少
ないと言われました。塩分が少ないと、雑菌が繁殖しやすくなります。雑菌が増えると、臭いや苦味が出てき
ます。少しの臭いや苦味は、美味しさにつながりますが、この状態は紙一重で、あっという間に不味くなるの
で、塩味はきつめの方が管理しやすい。海水よりちょっと辛いぐらい（約 4%）がちょうど良いそうです。特
に、常温で自然の味を楽しみたいなら、さらに倍ぐらい入れた方が良い（冷蔵庫の無い時代は、現代では受け
入れられないぐらい塩辛くしていた）。
新しいぬかを追加する
ぬかは、発酵菌の餌です。新しいぬかを追加して、菌を元気にしてあげましょう。ぬか床は、煮物に使ったり、
魚や肉を漬けても美味しく食べられます。どんどん増やして、どんどん使って下さい。
水分は結構大丈夫
自分のぬか床は水分が多いと思っている人が結構いましたが、今回は、道長さんに水分が多すぎと言われた人
は一人もいませんでした。水が浮いてくるようなら、一度ざるに上げて、水を抜いた方が良いですが、柔らか
すぎると感じるぐらいなら大丈夫そうです。
ぬかを炒る必要は無い
新しいぬかなら炒る必要はありません。昔は、ぬかの保存状態が悪かったので、臭みが出てしまい、炒って臭
いを消していたそうです。ぬかが手に入ったら、密閉容器に入れて、冷蔵庫で保管してそのまま使って下さい。
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いろいろなものを入れよう
ぬかと塩だけでは美味しくなりません。いろいろな野菜を入れる事で、ぬか床は美味しく熟成します。ぬか漬
けにできない野菜は、芋などの生では食べられないものだけです。しっかり熟成したぬか床に漬ける事で、た
ったの一晩で発酵食品ができるのがぬか漬けです。すばらしいシステムですね。また、調味料として、みりん、
醤油、みりん粕、酒かすなどを入れても美味しくなるそうです。いろいろ試してみてください。
手作りの醍醐味は、失敗する事だと思います。市販品では、失敗を経験する事はできません。我が家のぬか漬け
は、めんどくさくなると 1 ヶ月ぐらい放置してしまう事もありますが、臭みが出てきたり、苦味が出てきても、慣
れてくるとそれが美味しさに感じてきます（実は、失敗の醍醐味を味わえていない？）
。そんなぬか漬けを、美味し
いと言ってバクバク食べる幼児の味覚も心配ですが・・・。
名古屋生活クラブでは、会員様の手作りを応援します。失敗を恐れず、どんどんチャレンジして下さい。

名古屋生活クラブ

外山

トンディさん交流会報告（S.T.A のりゅうさんより）
遅きに失したお礼
月日の流れは容赦なく、すでに二か月を過ぎてしまいました。
トンデイさん来日に当たっては、名古屋生活クラブさんには大きな力をいただき、感謝いたしております。
彼女を日本に呼ぶことなど、考えてもいなかったので、とても貴重なプレゼントをいただいた気がします。
5 月 20 日二人は℃40 を超すチェンマイに帰っていきました。
空港では何度も何度も振り返りながら、彼女は涙を拭いていました。
それほどに彼女にとっては、今回の旅は心に残るものだったようです。
農家の主婦という立場で、組織を作らず、自分の身近にあることに、目をそらすことなく、自然体で拘わって
いく、そんな彼女を見ていると、ちょっと勇気をもらったような気がします。
バリバリの活動家としての偉大な女性ではなく、私たちと同じ生活の延長で働く彼女と、できるだけ多くの方
に出会って頂きたかったのです。
講演の間に、どろんこ村と、阿智村の農園を訪ねたことは彼女にとって心に響く時間であったと想像します。
名古屋、豊橋そして岡崎では、彼女は女性問題を縷々と語りました。
しかし阿智村では、有機無農薬農業の実践を実に生き生きと語りました。
行く先々で野にあっては、雑草を手に取り、これは何何に効く、彼は湿布薬にいいなどと教えてくれました。
帰国には我が家の庭前のドクダミを荷物に忍ばせました。
西欧医薬は高価で副作用がある。そして薬局は遠くていざというときには間に合わない。
それで家の近くに薬草を植えるという伝統がタイにはあります。
そんな中で育ち、持ち前の好奇心で知識を蓄えたのだと思います。そうした大地に根差した行動が、彼女の活動
の基本にあるのだと感じました。
講演で語っていた、彼女が孤児であったということは、30 年間の付き合いで初めて聞きました。そうしたネ
ガテイブなことを逆に生かしていこうと考えたという言葉に、すべての活動に通じる思いを感じました。
生活クラブのスタッフの皆さんとも、ひざ突き合わせて語る時間を持てたらよかったなと、今になって思いま
す。
大きな会場で、多くの人に語るよりその方が彼女を親しく知ることができたのだと思いました。
夜になると彼女は毎日その日の体験をレポートに記していました。別に頼まれたわけでもありませんが、政府
(地域の行政府？)に報告するのだそうです。
確かに彼女は得られた体験を、自分の活動に必ず活かしています。今回の体験がどう生かされるのか、来年三
月会うのが楽しみです。
私の力の及ばぬところで、もったいないと感じることもありました。それを思いもよらぬ方々に助けていただ
きました。ただただ感謝あるのみです。
遅くなった割には大した礼状にになりませんでした。
本当はもっと、涙のにじむほど感動的な文章を書くつもりでした。この辺が限界のようです。ありがとうござい
ました。最後に、何らかの形で皆さんとタイがつながっていけばいいなと思います。
不宣

りゅう・チャクマ

2016 年 7 月１９日
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名古屋生活クラブ（Dr.外山）
糠床の熟成に関する研究
日本農芸化学会誌

－熟成中の菌叢および糠床成分の変化—

Vol57, No.11, pp1105～1112

1983 年

今井正武ら（森永製菓株式会社研究所）

非常に古い論文ですが、糠床にどんな菌が出現するのか調べた論文です。

左：米ぬか、塩、水だけを入れて、右と同じタイミングで攪拌のみ行った
右：2 日に 1 回キュウリとナスを 24 時間漬けた
最初（Start）は、3 の Gram-negative（グラム陰性菌：この場合はほぼ雑菌と考えて良い）が多く居ま
す。しかし、30 日後には乳酸菌が多くなります。野菜を漬けない場合、30 日後にはほとんど 1 の乳酸菌の
みになり、その状態が続いた後、90 日後に 4 の酵母と 5 のカビ（麹）が生えてきました。一方、野菜を漬
けた方は、一番多い菌は乳酸菌ですが、他の菌も出現しています。これが、重要な事で、野菜を漬けた方のぬ
か床では、60～120 日にかけて、熟成香が強くなりました。
野菜を入れた方だけにある 120 日目は、1 週間手を入れなかったものですが、Bt（底）は乳酸菌が一番多
いのですが、Sf（表面）は、3 のグラム陰性菌が多く、著しい悪臭が発生していました。
外山
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会員さんの素敵なお店・活動紹介します！

ご縁と循環を大切に考える

食事とお茶のできる惣菜屋

「おかずや」

原野あすかさん

「おかずや」さんは名古屋生活クラブの食材を中心に、新安城駅近くで
和洋中 色とりどりの手作りお惣菜（15～20 種類）がズラリと並び、
ランチ・カフェ・テイクアウトもできる、店名の通り「おかずや」です。
お母さんが 15 年位前からやっている「おかずや」を今年引き継ぐこと
になり、全調味料・素材を変えたい。自信をもって食を提供したいと思
った時、名古屋生活クラブ会員さんの大塚たまみさん（名古屋生活クラ
ブを紹介してくれた）・石橋映里
さん（料理担当として一緒にやっ
てくれる）との出会いは大きかっ
たそうです。
そして背中を押してくれたのが、名古屋生活クラブの交流会で高橋徳治商店
（宮城の魚肉練り製品加工会社）高橋社長さんの震災後、工場を再建し頑張
っている話を聞き、自分の夢を実現しようと決心できたそうです。
原野さんのおじいちゃんが昔、スーパーをやっていて、お母さんは前、化粧品屋をやっていた。
近くに大手スーパーや薬局ができ、辞めざるを得なくなった。同じことが食にも起きているのではないか？日本の
伝統的な食べ物が無くなっていくのは残念！！機械で大量生産された、どこに
行ってもある同じ味のチェーン店に負けるな！！つまらない町・つまらない日
本になるな！！と自分に言い聞かせるように言いました。
生産者がいて、料理を作る人がいて、食べる人がいる。
「おかずや」が発信源と
なり、お客様に美味しく食べてもらい、生産者を応援・紹介し、輪を広げたい。
まだまだ進化しようとしている、
「おかずや」原野さんを心から応援したいと思
いました。（石川恵理）
ランチにはメインのおかずと副菜 3 品に、味噌汁またはスープとご飯が付いた「日替わ
りランチ（800 円）」やお店に並べられたお惣菜の中から好きなものを選び、色々な組
み合わせが楽しめる「プレートランチ 250 円/100ｇ。味噌汁またはスープ（200 円）
・
ご飯（150 円）は別売、があり、ドリンク（＋200 円）やミニパフェ（＋300 円）を
付けることもできます。
原野さんの口からは何度も「ちゃんとしたもの」という言葉が出てきました。小さなお子さんがいるお母さん達に
「ちゃんとしたもの」を気兼ねなく食べて、コミュニティーの場にして欲しいと、2F にはキッズスペース完備し
ています。帰りに、ご主人にはお惣菜のお持ち帰りを。近くを通った時はぜひ立ち寄ってみてください。おすすめ
ですよ！

食事とお茶のできる惣菜屋 10：00～19：00 土・日・祝 休み（休業日に不定期でイベント営業あり）
■ランチタイム 11：30～14：00
■カフェタイム 14：00～17：00
■駐車場 9 台
※お盆休み 8/13（土）～8/21（日）
〒446-0007

安城市東栄町 2-7-1

TEL/FAX（0566）97-1933 http://okazuya-cafe.com
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たねまきクラブ

第 3 回おしゃべり会(名古屋)豆腐食べ比べ

報告

先月行われたおしゃべり会で下記 17 種類の豆腐を食べ比べを
しました。
それぞれ食感や味が違うことに一同びっくりしました。
今回はそのまま食べたので、甘みが強いものが美味しく感じると
いう意見が多かったですが、どの豆腐も豆の味がよくわかると共
通の感想がありました。
料理や季節によって使い分けたい、という意見がほとんどでした。
その後、Dｒ.外山からニガリのお話がありました。
工場で大量生産される安価な豆腐は、実は乳化にがりという効率
よく大量に生産できるように開発されたニガリで豆腐を固めているとの事。乳化にがりはにがりを乳化剤や油
でコーティングしてあるもので、一例として塩化マグネシウム 42％、植物性油脂 28.42％、水 28％、グリセリ
ン脂肪酸エステル 1.5％、ミックストコフェロール、ビタミン C パルミテートといった成分から作られたにがりで
す。

しかし、表記は「にがり」だけでよく、消費者には見分けがつきません。
※下記 17 点の豆腐は全て本物のにがりを使い、豆も栽培履歴が明らかな国産。
真面目に作られた商品ばかりです。
アンケートからメンバーの感想を紹介します。
★【おからさんもいっしょ】舌の上で味わいが広がってとても味わいのあるものだと感じました。
★【とうふ屋しろ 絹】えぐみが少なく甘みがあった（今日の私は甘みを求めていたのかも）
★【とうふ屋しろ すくい豆腐】一番甘く感じましたが、料理によって生かせる豆腐が違うで一概に言えない。
★どのお豆腐も豆の味が良く分かり薄めた感じがしなかった。
★同じ木綿でもメーカーによって固さも味も違うのにはびっくりしました。
★比べてみるとかなり食感に違いがあったので料理によって使い分けると良いなと思いました。
★乳化にがりの存在を初めて知りました。
★にがりにも海の汚染が影響していることを知れてよかったです。
メーカー・商品名

量目

金額

100g あたり

1

あらいぶきっちん（京都）おぼろ豆腐

約 350ｇ

￥268

\76.6

2

あらいぶきっちん（京都）きぬ豆腐

約 330ｇ

￥248

\75.2

3

あらいぶきっちん（京都）もめん豆腐

約 300ｇ

￥248

\82.7

350g

￥298

\85.1

4
5

とうふ屋しろ（愛知）木綿豆腐

250 g

￥194

\77.6

6

とうふ屋しろ（愛知）絹こし豆腐

230 g

￥194

\84.3

7

椿き家(広島)国産有機豆腐

150ｇ×2

￥288

\96.0

8

椿き家(広島)堅もめん

200ｇ

￥163

\81.5

9

椿き家(広島)塩豆腐

300ｇ

￥194

\64.7

10

椿き家(広島)まったり豆腐（柚子醤油）

138 g

￥132

\95.7

11

椿き家(広島)日本の絹ミニ

120 g×3

￥172

\47.8

12

金沢大地たなつや（石川）おからさんもいっしょ

100 g

￥204

\204.0

13

白鷹農産加工研究所（山形）木綿豆腐

300 g

￥298

\99.3

14

内田安喜商店(熊本)ひのくに熊本地豆腐木綿

140 g×2

￥195

\69.6

15

内田安喜商店(熊本)ひのくに熊本地豆腐絹

140 g×2

￥195

\69.6

16

こだわりの味企画（静岡）北海道産の充填豆腐

150 g×3

￥214

\47.6

17

ヤマキ（埼玉）豆庵木綿豆腐

300 g

\308

\102.7
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どろんこ村ファームステイ記（５）
庭の豚小屋にいる子豚が大きく、やんちゃになってきた。
ある朝チヒロちゃんは豚にたっぷりウンチをつけられた。
臭くって臭くって、学校に行く前に服を着替えなくちゃならなかった。
さすがにムッとした表情のチヒロちゃん。
豚に餌をやるときはいつも作業用の服に変えているサクラちゃんは涼しい顔。
そんなことがあって、ヒロシが「そろそろ庭の子豚を畑に引越ししよう」と提案。
夏休みファームスティの前には、赤ちゃん豚を３匹入れることが決まっている。
それまでの間、少し子どもたちを休憩させてやろうという配慮。
研修生がフーとウーをカゴに入れて、１匹づつ２回軽トラで移動させた。
最後のブーだけは子どもたちが学校から帰ったら一緒に移動させることにした。
ところが、である。
子どもたちは、ブーをまだ庭にそのまま置いておくという。
暗くなって畑から帰ってきたヒロシがびっくりしていう。
「なんで？ そんな選択あり？」
毎日豚の餌をやるのは大変である。
雨のときも風のときも、眠いときも、面倒くさいときもあるだろう。
二人はどろんこ村にいる日は 1 日も休まず、世話をし続けた。
他にもニワトリになりかけたひよこやニワトリもいる。
そのエサと水やりだって大変だ。
野菜の水やりもある。
突進してきてウンチをつける豚なんて憎らしいとは思わなくたって、畑に連れてってくれた方が楽だろう。
会えなくなるわけじゃない、畑に行けばいつでも会えるし、もうすぐ可愛い赤ちゃん豚も来るのである。
それまでの１週間や２週間、豚小屋に豚がいないなんて、私だったらラッキー！と思う。
ウンチをつけられて服を変えることもないのだ！
ヒロシも、研修生たちもそう思う。
でもサクラちゃんも、ウンチをつけられたチヒロちゃんですらそう思わなかった。
「これってすごいことだよね、でもなんでだろう？」って考えるのは、大人の私たちだけ？

たねまきクラブからのお知らせ
次回のおしゃべり会（名古屋）9 月 9 日(金)10～12 時開催予定です。テーマ「私のイチオシ！名古屋生活
クラブ取扱商品 紹介」メンバーで自分のお気に入りの商品をシェアし合あいましょう。
おしゃべり会（岡崎）9 月 20 日（火）テーマは決まり次第連絡します。皆さんの参加をお待ちしています。
たねまきクラブの主旨がホームページに掲載してありますのでご覧下さい！

イベントスケジュール
8月

8 月 6 日～8 日【夏休み企画②】「米農家を巡る『東北の旅』中村さん（福島）＆小関さん（宮城）
に会いに行こう！

9月

9 月 9 日（金） たねまきクラブ

※募集終了

おしゃべり会（名古屋）10：00～

9 月 12 日（金） 半田交流会「腸内細菌」（市民交流センター）10：00～
9 月 20 日（火）

たねまきクラブ

おしゃべり会 in 巽ヶ丘会館（岡崎）10：00～

編集後記
★9 月号は 7 月 30 日開催の「南相馬うなぎカフェ」の大特集します。お楽しみに！（森田）
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