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今回編集長を務めた遠藤陽子です。県内には美味しいものがたくさんあり
ますが、どうやって私たちの食卓に届くのでしょう？ページをめくるたび大
きな発見に出会えますよ。生産者さんの思いを感じて下さいね。
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遠藤：千葉さんは日頃はどういった活動をされ
てらっしゃるんですか。
千葉：霧島でお米や大豆の植え方から食べ方ま
でを学ぶ霧島里山自然学校や、郷土料理を学ぶ
教室を開いています。活動開始から今年で19年、
これまで参加された方が5万人以上になります。
遠藤：5万人ってすごいですね。私も鹿児島に
ずーっと生まれ育ったんですが、鹿児島の郷土
料理って何？って聞かれると数種類しか思い浮か
ばなくて。何種類ぐらいあるんですか？
千葉：３年間かけて学ぶ鹿児島郷土料理マイス
ターでは約160の郷土料理を学ぶことができる
んです。与論島から本土まで各地にたくさんの
郷土料理がありますよ。
遠藤：160も！鹿児島ならではの郷土料理ってい
うのがそんなにあるとは思いませんでした。
千葉：あくまき、ふくれがし、さつますもじ、それ
から春の煮しめ夏の煮しめ秋の煮しめ、冬だと
例えば餅をついてねったぼにしたり…いろんな

郷土料理がありますよね。
遠藤：そういった郷土料理って作り方も全然わか
らなかったりするんですが、千葉さんが主催する
教室ではくわしく教えてくださるわけなんですね。
千葉：そうなんです。各地の方に食材を持ってき
ていただいて、作り方を教えていただき、郷土料
理を学んでいるんですよ。

遠藤：今のお母さん達ってお仕事されていたり、
すごく忙しいと思うんです。食育とか郷土料理を
ちゃんと子供達に伝えるってすごく大事なこと
だってわかってはいるんだけど、なかなかできな
い。気軽に鹿児島の食育について子供達に教え
る術って何かありますか？
千葉：例えば一緒に買い物に行っていろんな食
材を見てみるとか、産地がどこなのかっていうの
を見てみるだけでもよいと思います。鹿児島の
お野菜を選んでみることも大事ですよね。そして
料理を作るときにもちょっとお手伝いではなく

て、最初から最後までひとつの料理を作らせて
みるっていうのも大事かなと思っています。少し
ずつ子供達が自分たちの口に入るものを自分で
作る経験を増やしてあげればいいのかなって。
遠藤：確かに出来上がったものを食卓に並べら
れて美味しい、だけではなくて、作り方っていう
ものを学ぶことで、大変な思いをして作っている
んだなってことにもつながりますもんね。
千葉：そうですね。そして親御さんだけではな
くって地域の行事などを通して、地域全体で食
べることの大切さを伝えることの意味も大きい
なっていう風に感じています。

遠藤：食を通してどういったことを伝えたいと思
われますか？
千葉：食べ物には作ってくれた人の思いがありま
す。例えば「高菜のおにぎり」を作ったり、食べ
たりするたび、幼い頃それを作ってくれたお母さ
んの声を思い出すという方がいました。そういっ

た食に対するエピソードが人の人生を支えてくれ
ることもあるんだと知った時、食べ物にはいろ
んなドラマがあるなってことを感じました。それ
が伝えられればいいなと思っています。
遠藤：ただお腹を満たせばいいっていうわけで
はなく、食を通してその向こう側にいる方達の思
いだったりとか、それが結局は自分の人生のベー
スになることもある。すごいですね食って。

遠藤：最後に一言メッセージお願いします。
千葉：親御さんや子供の成長に関わる方々は、
あたたかな食べ物の思い出を子供の心の中に残
してもらいたいなあと思っています。
遠藤：とにかく手短かに、味は二の次なんて思っ
ていたんですが、私もこれからは食べる人達の
顔を思い浮かべながら作ろうと思います。それも
食育につながるっていうことですよね。
千葉：そうですね。食べることの大切さを心で伝
えていっていただきたいなと思います。

夏休み期間中「子どもさん向け郷土料理講座」、9月以降には「オンライン郷土料理講座」を開講します。　  2022年度「霧島里山自然学校」の参加者も募集中。詳しくは霧島食育研究会HPで。

千葉しのぶ 遠藤陽子
NPO法人霧島食育研究会

理事長

自然学校や郷土料理教室など
活動の参加者はのべ5万人以上。
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食にはいろいろなドラマがある。
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何年経っても忘れない。
食の思い出は一生を強くしてくれる。
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NPO法人霧島食育研究会 理事長
千葉しのぶ鹿児島食文化スタジオ代表

昭和59年鹿児島女子短期大学家政学科
植物栄養学専攻　卒業、平成23年愛媛
大学大学院農学研究科修了　修士（農
学）。平成16年、地域に根ざした食育活
動を展開するため霧島食育研究会を設
立。「霧島食べもの伝承塾」など主催事
業約1200回以上・全国各地で講演、メ
ディアでも発信を続ける。鹿児島女子短
期大学准教授を経て、令和2年4月千葉
しのぶ鹿児島食文化スタジオを設立。

●プロフィール

いただきますの本 編集長
フリーアナウンサー

元エフエム鹿児島アナウンサー

テレビ・ラジオ出演のほか、婚礼、

式典、イベント司会など喋る仕事

だけでなく、整理収納アドバイザー

として心地よく暮らすための片付け

講座なども行なっている。

夫、娘（中学生）の3人家族。

●プロフィール

コ
コ
ロ
で
伝
え
る

食
育
の
大
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さ

霧島食育研究会
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西本願寺鹿児島別院  輪番

いただきますおはなしの

森田 順照さん

　「いただきます」の言葉には2つの意味が含まれて

いると思います。ひとつは多くの方々のご苦労とい

う意味。例えば私の口に食べ物が入るまでにたくさ

んの方のご苦労があります。魚料理を例にすると、

魚を取ってくださる漁師さん、そして新鮮な魚を運

んでくださる方、魚をおいしく調理してくれる方な

ど、様々な方のご苦労があって魚を食べることがで

きます。「皆様のおかげ」という意味です。

　もうひとつは「命をいただく」という意味。普段何

気なくとっている食事ですが、私たちが食べものと

思っているものはすべて命そのもの。牛も鳥も魚も

人に食べられるために生まれてきたわけではありま

せん。それぞれの命を精一杯生きようと生まれてき

たはずです。その命をいただくわけですから、いただ

きますという心を大切にしてほしいと思います。

　私たちの食事は尊い「おかげ」によって成り立っ

ています。多くの命のおかげ、たくさんの方々のご

苦労のおかげで食事をすることができます。

　ごちそうさまはこの「おかげ」によって食事できること

に対する感謝の気持ちを表す大切な言葉。「いただきま

す」「ごちそうさま」と手を合わせ、多くの命と皆様のお

かげで生かされていることを思っていただきたいです。

　家族揃っての食事や、毎日朝昼晩と食事ができる

ことを当たり前と思ってしまってはいないでしょう

か。できるだけ家族で食卓を囲む時間をつくってい

ただき、それを大切にしていただきたいと思います。

　当たり前の反対の言葉はありがたいという言葉。家

族揃っての食事もありがたいことと常に

感謝の気持ちを忘れないようにしましょう。

　私たちは食事をしなければ生きていくことはで

きません。仏教では「生きている」という言い方はあ

まり使わず、「生かされている」という言い方をしま

す。それは他の命をいただき、私の命となってくだ

さるのですから、多くの命により私は生かされてい

るということになります。

　ところが農林水産省のホームページを見ると、こ

の日本では毎年612万トンもの食べ物が廃棄され

ているそうです。これは東京ドーム5杯分と同じ

量。つまりこれは他の命を無駄に、粗末にしてし

まっているということ。命をいただくということは

「多くの命のおかげ」と思い、私の命となる食べ物を

大切に残さずにいただくことが大事かと思います。
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こ いみ

「ごちそうさま」に込められた意味
こ いみ

「命をいただく」ということについて
いのち

家族揃って食事をすることの大切さ
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西本願寺鹿児島別院キャラクター  チーたん
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　　　　　　　　　おお　　　 いのち　　　　　　　　　　　　　　　　　  かたがた
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 ぞくそろ　　　　    しょくじ　　　　　　　　　　　　　　　つね

 かんしゃ　　き　も　 　　 わす

鹿児島に来て4年目になります。鹿児島は美味しい食材の宝庫だと思います。

いつもありがたく鹿児島の味を楽しんでいます。中でも好きな食べ物は鳥刺しです。
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鹿児島県垂水市海潟580番地1
TEL・FAX 099-293-3766

極上カンパチ
美味しさの秘密！

ネットで購入
できます

鹿児島の優れた環境と光美水産の飼育技術が生み出す「極上カンパチ」。
安心・安全で美味しいカンパチがどうやってできるのか、秘密を聞いてみよう！

カンパチの養殖だけではなく、垂水
の海の資源や、飼料に使う魚粉な
ど、地球全体の海洋資源の豊かさを
考えているんだ。カンパチのエサに
入れる魚粉を少なくしたり、養殖場
から出るゴミなどの排出防止、海岸
の清掃などを行なっているよ。これ
らに取り組むことで美味しさや安心
安全を保っているんだよ。

光美水産では、大型いけすで稚
魚の頃からエサにこだわり、カン
パチの状態を見極めながら、しっ
かり品質管理をしながら育てて
いるんだよ。こだわりのエサを与
えることで、くさみのない、脂の
乗った美味しいカンパチに成長
するんだ。養殖だからこそできる
育て方だから、安心・安全で品質
の良いカンパチになるんだね。

自慢のカンパチは味と鮮度にこだわっているんだ
よ。脂の乗った良い状態のものだけを厳しく選別
し、朝〆のとれたてをそのまま真空パックでお届け！

日が昇る前の暗いうち
から仕事が始まるよ。そ
の日のカンパチの状態
をチェックするんだ。体
調管理が一番なんだね。

海から上がったばかりの超新鮮
なカンパチをそのまま出荷するか
ら鮮度バツグン！

カンパチの大きさや状態
にあわせ、ビタミンCなど
が含まれた栄養たっぷり
のエサを与えているよ。

水深が深くて海水の量が多い錦江湾は、カンパチの養殖に
最適な環境。1年間の平均水温も22度と、カンパチにとって
とてもすごしやすい環境になっているんだよ。

  じまん　　　　　　　　　　　　　　あじ　　　せんど

　　　あぶら　　  の　　　　　 よ　　　 じょうたい　　　　　　　　　　　　　  きび　　　　 せんべつ

　　　あさじめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しんくう　　　　　　　　　　　とど

すいしん　　　ふか　　　　  かいすい　　  りょう　　おお　　　きんこうわん　　　　　　　　　　　　　　　　ようしょく

さいてき　　  かんきょう　　 ねんかん　　　へいきんすいおん　　　　　　     ど

　　　　　　　　　　　　　　　　  　　かんきょう

　  かごしま　　　　すぐ　　　　 かんきょう　　  みつみ　すいさん　　　　しいく　ぎじゅつ　　　 う　　　  だ　　　　ごくじょう

あんしん　　あんぜん 　　   おい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      ひみつ　　　  き

ごくじょう

おい ひみつ

エスディージーズ　　　　　　　　　　　　と　　　　　　　く じまん　　　　　　　　　　　ごくじょう

SDGsへの取り組み 自慢の「極上カンパチ」！

カンパチ
半身
一尾分

カンパチ
まるごと1本
3,5～4kg
（刺身約20人前）

養殖に最適な環境！1
ヒミツ

2
ヒミツ

　みつみ　 すいさん　　　　　　　おおがた　　　　　　　　　　 ち

ぎょ　　　ころ

　　　　　　　じょうたい　　　みきわ

　　　　　ひんしつ　かんり　　　　　　　　　　　　  そだ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あぶら

  の　　　　　　おい　　　　　　　　　　　　　　　　　　せいちょう

　　　　　　　　　　 ようしょく

そだ　　　かた　　　　　　　　あんしん　　あんぜん　　　ひんしつ

　　　よ

　　　　　　　　　　　ようしょく　　　　　　　　　　　　　　　 たるみず

　　 うみ　　　　しげん　　　　　  しりょう　　　 つか　　　ぎょふん

　　　　ちきゅう  ぜんたい　　　かいよう　しげん　　　　ゆた

かんが

 い　　　　　　ぎょふん　　  すく　　　　　　　　　　　　  ようしょくじょう

　　　　　で　　　　　　　　　　　　　　はいしゅつぼうし　　　 かいがん

　　 せいそう　　　　　　　  おこ

　　　　　と　　　く　　　　　　　　　　  おい　　　　　　　　 あんしん

あんぜん　　  たも

ひ　　　 のぼ　　　まえ　　　くら

　　　　  しごと　　　  はじ

　　 ひ　　　　　　　　　　　　　　　じょうたい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たい

ちょうかんり　　　いちばん

うみ　　　　　  あ　　　　　　　　　　　　　　　　　ちょうしんせん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  しゅっか

　　  せんど

　　　　　　　　　　　 おお　　　　　　　じょうたい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  シー

  　　ふく　　　　　　　 えいよう

　　　　　　　　 あた

ようしょく　　　　　　　さいてき　　　　　　　　かんきょう

ようしょく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  しいく　　　　　ほうほう
たいちょうかんり しゅっか

養殖だからできる飼育方法 体調管理 出荷

こだわりのエサ

美味しいよ！
ぜひ食べて
みてね！
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食のバトンリレー
家庭でできる食の大切チェック

野菜やお肉を作っている人たちからお店までつながっている「食のバトンリレー」。そのバトンを私た
ちが口にするまでつなげるために、お店で買い物するときや家庭ではどんなことに気をつければ
いいのかな？生協コープかごしま商品検査センターの吉田みゆきセンター長に聞いてみました。

野菜や果物、肉、魚、卵な
ど、加工されていない食品
のことだよ。名称と原産地
が表示されているよ。

コープのお店では食品ロス
を減らすために、商品棚の手
前にある商品から取ってもら
うように呼びかけているよ。

お買い物の順番は
考えている？

保冷剤などを使ってる？
寄り道せずに帰宅している？

冷凍食品は溶けてしまうこともあるので最
後に購入しましょう。保冷バッグや保冷剤
などは清潔なものを使いましょう。

タオルは清潔なものを使いましょう。生
肉や生魚に使用した調理器具は使いま
わしません。食材の加熱は中心部まで
しっかりしましょう。

  やさい　　　　　にく　　  つく  　　　　　　　 ひと　　　　　　　　　　 みせ　　　　　　　　　　　　　　　　　　   しょく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わたし

  　　　  くち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         みせ　　  か　　　もの　　　　　　　　　　 かてい　　　　　　　　　　　　　　　　　　き

　　　　　　　　　       せいきょう  　　　　　　　　　　　　　    しょうひんけんさ  　　　　　　　　　　  よしだ　　　　　　　　　　　　　　  ちょう　　  き

しょく

しょくひん　　　　　か

しょくじ

しょくざい　　　   　ほぞん

ちょうり

かてい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょく　　　　　　　 たいせつ

ちょうり

1. 食品を買うとき

冷凍室には食品がたくさん入っている方が温度変化が起
きにくいのですが、冷蔵室に食品が入りすぎると冷えにく
くなります。消費期限や賞味期限が過ぎていなくても、開
封すると劣化していくので早めに使い切りましょう。

長時間放置せず、できるだけ早く冷まし
て冷蔵庫に入れるようにしましょう。温
めなおすときは十分に加熱します。少し
でもおかしいと思ったら、思い切って捨
てましょう。

ジャムやつくだ煮などを取り出す
スプーンやお箸、焼き肉用の生
肉を取ったお箸などは食事用と
は別にしましょう。

やさい　　　　くだもの　　  にく　　さかな　たまご

　　　  かこう　　　　　　　　　　　　　　　しょくひん

　　　　　　　　　　　　めいしょう　　　げんさんち

　  ひょうじ

　　   か　　　 もの　　 じゅんばん

かんが

ちょうりまえ　　　　てあら

   ちょうりきぐ　　　　 せんじょう

　きたく

   れいぞうこ　　　　い ちょうり　　　　　しょくひん

かいふう　　　　　しょくざい　　ただ

  ほぞん

しょくざい　　  と　　　 わ

  と　　　ばし　　つか

ようい　　　　   しょくざい

　　　　　  ちょうり

れいとうしょくひん　　 　と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さい

 ご 　　  こうにゅう　　　　　　　　　　　　ほれい　　　　　　　　　　　ほれいざい

　　　　　　 せいけつ　　　　　　　　　つか

　　　　　　　　　　　　　　  に　　　　　　　  と　　　 だ

　　　　　　　　　　　　　  はし　　 や　　　にく  よう　  　なま

にく　　　と　　　　　　　  はし　　　　　　     しょくじよう

      べつ

 れいとうしつ　　　　しょくひん　　　　　　　　　はい　　　　　　　  ほう　　　おんどへんか　　　　お

　　　　　　　　　　　　　　　　 れいぞうしつ　　しょくひん　　はい　　　　　　　　　　ひ

　　　　　　　　　　　しょうひきげん　　　　しょうみきげん　　　 す　　　　　　　　　　　　　　　かい

ふう　　　　　　れっか　　　　　　　　　　　　はや　　　　つか　　き

   ちょうじかんほうち　　　　　　　　　　　　　　　　はや　 　さ

　　 れいぞうこ　 　　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 あたた

　　　　　　　　　　　　　 じゅうぶん　　かねつ　　　　　　　　すこ

　　　　　　　　　　　　　  おも　　　　　　　おも　　   き　　　　  す

　　　　　　　　　せいけつ　　　　　　　　　  つか　　　　　　　　　　　　なま

 にく　　 なまざかな　　　しよう　　　　　　    ちょうりきぐ　　　　  つか

　　　　　　　　　　　　   しょくざい　　　  かねつ　　　　ちゅうしんぶ

　ほれいざい　　　　　　　 つか

 よ 　　  みち　　　　　　　 きたく

しょうみきげん た　　　　　　　　　きげん

注：販売の仕方によって、表示されていない項目や表示方法に違いがあります。

　　　　　　　　　　  もくてき　　　て　　　 くわ　　　　しょく

ひん　　　　　　　　　めいしょう　  げんざいりょうめい　　ない

ようりょう　　   しょうみきげん　　　　ほぞんほうほう　　　せい

ぞうしゃ　　　　　　　　ひょうじ

鹿児島市広木一丁目1番1号 TEL 099-286-1111（代）

さまざまな目的で手を加えた食
品のこと。名称、原材料名、内
容量、賞味期限、保存方法、製
造者などが表示されているよ。

生鮮食品

食品表示には何が書いてあるの？

せいせんしょくひん

賞味期限と消費期限 しょうみきげんと
しょうひきげん てまえどり運動

ポイント！ ポイント！

ポイント！

ポイント！
ポイント！

てまえどりうんどう

加工食品 かこうしょくひん

加工食品の食品表示例

お店から家庭までしっかりつなごう！

名　称

栄養成分表示 大さじ約（15g）当たり
エネルギー 59kcal ／たんぱく質 0.5g ／脂質 5.4g
炭水化物 2.1g ／食塩相当量 0.5g

原材料名

内容量
賞味期限
保存方法
製造者 〇〇株式会社　鹿児島県鹿児島市〇〇

常温で保存

180ml

乳化液状ドレッシング
食用植物油脂（国内製造）、しょうゆ、
砂糖、醸造酢、ごま、しいたけエキス、
食塩、卵黄／香辛料抽出物、調味料（ア
ミノ酸）、増粘剤（キサンタンガム）、

（一部に卵・小麦・ごま・大豆・りんご
を含む）

枠外左下部に記載

原材料は使用量の多い順に表示
され、一番多い原材料が表示され
ているよ。

一括表示

食品添加物

アレルゲン表示

栄養成分表示

食品の加工や保存、色や香り、栄
養成分を強化する役割があるよ。

アレルギー体質の人の健康被
害が起きないように表示。

食品の中にどんな栄養成分
が含まれているかを表示。

いっかつひょうじ

げんざいりょう　　  しようりょう　　　おお　　じゅん　　ひょうじ

　　　　　いちばん  おお　　げんざいりょう　　ひょうじ

しょくひん　　 かこう　　　ほぞん　　いろ　　かお　　　えい

ようせいぶん　　きょうか　　　　やくわり

しょくひん　　  なか　　　　　　　　　えいようせいぶん

　　ふく　　　　　　　　　　　　　　  ひょうじ

　　　　　　　　　　たいしつ　　 ひと　　　けんこうひ

がい　　　お　　　　　　　　　　　　ひょうじ

しょくひんてんかぶつ

ひょうじ

えいようせいぶんひょうじ

4. 食材を保存するとき
5. 調理したあと

2. 調理をするとき

3. 食事をするとき

賞味期限　おいしく食べられる期限です
消費期限　その日までに食べましょう
どちらも正しい保存方法で保存した開封前の品
質やおいしさを保証するものだよ。

しょくひんひょうじ　　　　　　　　なに　　　　か

かこうしょくひん　　　　　　　　しょくひんひょうじれい

しょうひきげん ひ　　　         　た

　　　　　　　　ただ　　　　　ほぞんほうほう　　　　ほぞん　　　　　かいふうまえ　　　ひん

しつ　　　　　　　　　　　　  ほしょう

　　　　　　　　　    みせ　　　　 しょくひん

        へ　　　　　　　　　　　しょうひんだな　  　て

まえ　　　　　  しょうひん  　　　  と

 　　　　　　　 よ

帰宅してすぐに
冷蔵庫に入れている？
開封した食材は正しく
保存している？

調理した食品は
どうしてる？

調理前の手洗いや
調理器具の洗浄をしている？

用意した食材は
すぐに調理している？

食材を取り分けるとき、
取り箸を使っている？

みせ　　　　　　　　  かてい
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いつも
の料理がいつ

もよりおいしくなる！

〒891-0114 鹿児島市小松原一丁目37-1 
TEL 099-268-2020 FAX 099-268-5904

黒酒は日本酒と同じ作り方で（原料は米・米麹(黄
麹)）室温管理がしっかりされた工場で醸造してい
るよ。原料のお米は鹿児島県産のお米を使ってい
るんだよ。
火入れ（加熱処理）をしない
かわりに、灰汁を入れることで
お酒が長持ちするんだって。

平安時代～延喜式（白酒・黒酒） 江戸時代以降、加熱処理をするので
酵素が働かなくなる

にんじんフリット

酒ずし

さつまあげ

特設サイト「kurozake.com」に
たくさんレシピがのってるよ！
黒酒特設サイト https://kurozake.com/

和風ハンバーグ 玉ねぎスープ

＜キンコー醤油さん＞

黒三杯酢の原材料

お肉の
下処理

＜開花亭さん＞

とんかつの
下処理

米・米麹を主な原料として1300年の伝統を誇る伝統料理酒。お米からの天然アミノ酸(旨み)が
たくさん含まれているよ。加熱をしないで作ることで酵素が活きているお酒なんだ。

もともとはお正月のお屠蘇やさつま揚げ、酒ずしなどの郷土料理に使われてきたんだよ。

南国鹿児島でお酒(醸造酒)を製造するのは難しい。でも東酒造では、衛生管理がしっかりされ
た蔵で醸造技術を高めることで、昔ながらの生酒にこだわった製造をおこなっているんだ。

料理用だけでなく、食品メーカーの原料としても
多く採用されているよ。

伝統料理酒黒酒の持つ効果を調べる
ため、鹿児島大学水産学部と共同研
究中。学会でも成果を発表し、大きな
話題にもなったんだよ。

共同研究特設サイト／
https://kurozake.com/
report/

天然のアミノ酸がバランスよく含まれてい
るので、黒酒と塩、黒酒と醤油だけで簡単に
美味しく料理ができるんだよ。お肉やお魚
のくさみを消したり、酵素の力で食材そのも
のの旨味を引き出す効果もあるんだって。
料理酒としてだけでなく素材の下ごしらえ
にも使える万能料理酒なんだ。

くろ　　　　　　　　　  ざけ

つか　　　　　　かた

きょうどりょうり

くろざけ

くろざけ　　　　　　あいこうしゃ　　　　　　　　  こえ だいがく　　　　　　　　　　　　  きょうどう　　　  けんきゅう

つく

　　ふだん　　　　　　　　　りょうり　　　　　　　　　　　　　べんり　　　　　　　　  くろざけ

りょうり

あく　　　　　　　もち　　　　　　　ざけ

てんねん　　　　　　　　　さん　　　　　　　　　　　　　　　　ふく

　　　　　　　　くろざけ　　 しお　　くろざけ　　　しょうゆ　　　　　　　かんたん

　おい　　　　　　りょうり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 にく　　　　　さかな

　　　　　　　　　　  け　　　　　　　　　こうそ　　  ちから　　しょくざい

　　　　　うまみ　　　　ひ　　　  だ　　　　こうか

  りょうりしゅ　　　　　　　　　　　　　　　　　   　そざい　　　  した

　　　　つか　　　　　ばんのう　りょうりしゅさけ

わふう たま

なんごく　　かごしま　　　　　　さけ　  じょうぞうしゅ　　　 せいぞう　　　　　　　　　 むず　　　　　　　　　　ひがししゅぞう　　　　　　　　えいせいかんり

　   くら　　　じょうぞうぎじゅつ　　  たか　　　　　　　　　　　 むかし　　　　　　　　  なまざけ　　　　　　　　　　　　　せいぞう

へいあんじだい　　　　　えんぎしき　　　  しろき　　　くろき   えどじだい　　　いこう　　　　  かねつしょり

こうそ　　　はたら

くろざけ　　　　にほんしゅ　　　おな　　  つく　　かた　　　  げんりょう　　 こめ　 こめこうじ　  き

こうじ　 しつおん　 かんり　　　　　　　　　　　　　　　　　  こうじょう　　じょうぞう

　　　　　げんりょう　　　　  こめ　　　 かごしま　　  けんさん　　　　  こめ　　 つか

ひ　 い　　　　　　かねつしょり

　　　　　　　　　　あく　　　　 い

　   さけ　　　なが も

  りょうりよう　　　　　　　　　　　　　 しょくひん　　　　　　　　　　　げんりょう

おお　　  さいよう

しょうゆ かいかてい

にく　　　めいもん　  しまだや

くろさんばいず　　     げんざいりょう

したしょり

したしょり

にく

きょうどうけんきゅうとくせつ

でんとうりょうりしゅ　    くろざけ　　　  も　　　  こうか　　　 しら

　　　　　　    かごしま　  だいがく　    すいさんがくぶ　　　きょうどうけん

きゅうちゅう　がっかい　　　　   せいか　  　 はっぴょう　 　　 おお

 わだい

とくせつ

くろざけとくせつ
お求めはお近くのスーパー　または黒酒特設サイトから

黒酒（灰持酒）のヒミツ
こめ　こめこうじ　　  おも　　  げんりょう　　　　　　　　　　　　  ねん　　　でんとう　　　ほこ　　　でんとう　りょうりしゅ　　　　　 こめ　　　　　　　 てんねん　　　　　　　さん　 うま

　　　　　　　　　　　　　　ふく　　　　　　　　　　　　　　　　かねつ　　　　　　　　　　　　つく　　　　　　　　　　こうそ　　　　 い　　　　　　　　　　　　さけ

　　　　　　　　　　　　　　　　しょうがつ　　　　　　と そ　　　　　　　　　　 あ　　　　  さけ　　　　　　　　　　　　　きょうどりょうり　　　 つか

どんな使い方ができるの？

郷土料理だけじゃない！普段の料理にも便利な黒酒

黒酒ってどうやって作ってるの？

大学との共同研究黒酒愛好者の声

昔と今の
作り方に
よる違い

＜肉の名門島田屋さん＞

黒酒（灰持酒）のヒミツ

黒酒（灰持酒） 現在の日本酒（火持酒）
むかし　   いま

  つく　　 かた

　　　　  ちが

くろざけ　　　  あくもちざけ げんざい　　　　   にほんしゅ　　　　　ひもちざけ
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焙乾をした後、残りの水分を取り除くことでかつ
おぶし全体の水分が均一になるよ。カビによっ
てたんぱく質が分解されることで、独特の香りと
旨みが出てくるんだよ。また、脂肪が分解される
ことで、にごりがなくなり出汁が透明になるん
だって。ほかにも良いカビを付けることで、悪い
カビから守る効果もあるよ。

1.水1リットルに昆布20gを鍋に入れ、フタをし 
　ないで火にかけます。
2.お湯が沸騰する前に昆布を引き上げます。
3.沸騰したら、かつおぶし約40gを入れ、すぐ
　に火を消します。
4.かつおぶしが沈んだら、器にふきんをしい　
　て、だしがらをこしたら出来上がり。

今から1300年ほど前には「堅魚」という
干物が食べられていたよ。戦国時代には、

「勝男武士」と書いて「かつおぶし」と読め
ることから縁起のいい食べ物とされてい
たんだって。現在のかつおぶしの作り方が
できたのはおよそ300年前。古くからの作
り方が今でも受け継がれているんだね。

裸節にかび付けし熟成した
最高級のかつおぶし。

昔ながらの方法で樫の木で
いぶし上げたかつおぶし。

荒節の表面を削って
整形したかつおぶし。

にほん　　　  ふる　　　　　　　あい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せいさんりょう　　　　　　　　　　 かごしまけん　　　　　   にほんいち　　　  わしょく　　  　か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まな

だし おうさま こうざ

鹿児島が誇る

日本の食文化 出汁の王様 かつおぶし講座

1. かつお

4. 合断ち

5. 篭立て
2. 頭切り

3. 身卸し

6.しゃじゅく

7. 骨抜き
8. 修繕

9. 焙乾

10. 削り

荒節

裸節 出来上がり！

11. カビ付け 12. 日干

かごしま　　　　　       ほこ

にほん　　　　　　  しょくぶんか

れきし しゅるい つ だ　し

かつおぶしの歴史 かつおぶしの種類 おいしい出汁のとりかたどうしてカビ付けをするの？

日本で古くから愛されているかつおぶし。その生産量は　　鹿児島県が日本一。和食に欠かせないかつおぶしのことを学んでみよう！

お湯で煮る腹身、内臓もとる

すり身で形を整える

煙でいぶす 何度も繰り返す

本
枯
節

荒
節

裸
節

あたま    き

み    おろ あい　だ

かご　  た

ほね　  ぬ

しゅうぜん

ばいかん

けず

つ にっかん

けむり

み　　　かたち　　ととの

ほ
ん
か
れ
ぶ
し

あ
ら
ぶ
し

は
だ
か
ぶ
し

あらぶし

はだかぶし

なんど　　　　 く　　　かえ

で　　　き　　　あ

ゆ　　　  にはらみ　　　 ないぞう

作り方
つく　　　　かた

 いま　　　　　　　　　　 ねん　　　　  まえ　　　　　  かたうお

  ひもの　　　  た　　　　　　　　　　　　　　　　   せんごくじだい

　 かつ  お    ぶ   し　　　　 か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よ

　　　　　　　　　　　えんぎ　　　　　　　　た　　　もの

　　　　　　　　　　　 げんざい　　　　　　　　　　　　　　　つく　  かた

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ねんまえ　  ふる　　　　　　　　つく

　　かた　　 いま　　　　  う　　　 つ

はだかぶし　　　　　  つ　　　　じゅくせい

さいこうきゅう

ばいかん　　　　　　あと　  のこ　　　　すいぶん　　　と　　 のぞ

　　　　　　ぜんたい　　　すいぶん　　　きんいつ

　　　　　　　　　　しつ　　 ぶんかい　　　　　　　　　　　　　 どくとく　　  かお

うま　　　　　で　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  しぼう　　　ぶんかい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  だ し　　　　とうめい

　　　　　　　　　　　　　　　　よ　　　　　　　　　 つ 　　　　　　　　　　　  わる

　　　　　　　　まも　　  こうか

みず　　　　　　　　　　　こんぶ　　　 ぐらむ 　なべ　　　い

　　　　　　  ひ

　　  ゆ　　　ふっとう　　　　 まえ　　  こんぶ　　　 ひ　　　あ

 ふっとう　　　　　　　　　　　　　　　　　　やく　　　ぐらむ　　 い

　　  ひ　　　け

　　　　　　　　　　　　 しず 　　　　　　　うつわ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で　 き　 あ

むかし　　　　　　    ほうほう　　かし　  　き

　　　　　　  あ

 あらぶし　　ひょうめん　 けず

 せいけい
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〒899-1304　鹿児島県出水郡長島町城川内1679-9
TEL.0996-88-6580 http://eguchivegefuru.com/

農家さん一人一人の手によって大切に、
じゃがいもを傷つけないように手作業でし
ているよ。農家のみなさんも、美味しい
じゃがいもをたくさんの方に食べてもらい
たいと思いながら収穫をしているんだ。

40年前頃から長島でじゃがいもの
生産を始め、今では全国有数の産
地になったんだ。長島の赤土で育
てられたじゃがいもは、ビタミンC
やカリウムの他、鉄分を含んだ「ニ
シユタカ」という品種のじゃがいも
だよ。また、海からの潮風や暖かい
気候で美味しく育ったじゃがいも。
煮崩れしにくく料理に適している
からおいしいんだね。

長島のじゃがいもをみなさんに知ってもらうために、がじゃ
まるくんがじゃがいもの生産に関わるさまざまな人や料理
などを紹介しているんだ。「がじゃまるくん商店」をぜひ見
てね。Youtubeで生産の様子なども紹介しているよ。

農家さんの手によって収穫されたじゃ
がいもは、全てこの選果場でひとつひ
とつ品質のチェック。傷や痛みのある
じゃがいもを取り除いて安心で安全な
じゃがいもを届けるために、最先端の技
術で選別を行なっているんだよ。

選別された安心・安全なじゃがいもが箱詰めされ
これから全国に発送されるんだ。鹿児島の青果
市場や、東京や大阪などの首都圏をはじめ全国
にがじゃまるくんトラックで発送するよ。

長島で育まれるじゃがいもはミネラル・ビタミン   Cなどを豊富に含んだ、ここにしか
ない美味しいじゃがいも。どうやって私たちの　食卓に届くのかを見てみよう！

収  穫

大切に運ばれひとつひとつ選別しています

がじゃまるくん通信

さあ！全国に配送します

長島のじゃ がいもが
　食卓に届 くまで  

Youtube エグチ
ベジフル

Instagram

がじゃまるくん商店

しゅうかく

ながしま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 せいさん　　かか　　　　　　　　　　　　　 ひと　　 りょうり

　　　　　 しょうかい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  しょうてん　　　　　　　み

　　　　　     ユーチューブ　　　せいさん　　　ようす　　　　　　しょうかい

　　　ねんまえころ　　　　ながしま

せいさん　　はじ　　　  いま　　　　ぜんこくゆうすう　　　さん

 ち　　　　　　　　　　　　　　ながしま　　あかつち　　  そだ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  シー

　　　　　　　　　　　 ほか　てつぶん　　ふく

　　　　　　　　　　　　　　ひんしゅ

　　　　　　　　　　うみ　　　　　　しおかぜ　 あたた

 きこう　　　 お   い　　　　そだ

 に　くず　　　　　　　　　  りょうり　　  てき

つうしん

たいせつ　　　　　 はこ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せんべつ

ぜんこく　　　　　  はいそう

せんべつ　　　　　　あんしん　あんぜん　　　　　　　　　　　　　はこ  づ

　　　　　　　　ぜんこく　　はっそう　　　　　　　　　　　　   かごしま　　　  せいか

いちば　　　　とうきょう　　おおさか　　　　　　　しゅとけん　　　　　　　　　ぜんこく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はっそう

 のうか　　　　　　　て　　　　　　　　  しゅうかく

　　　　　　　　　すべ　　　　　　 せんかじょう

　　　　ひんしつ　　　　　　　　　　　きず　    いた

　　　　　　　　　　　  と　　  のぞ　　　　あんしん　　 あんぜん

　　　　　　　　　　　とど　　　　　　　　　　  さいせんたん　　  ぎ

じゅつ　せんべつ　   おこ

  のうか　　　　　ひとり　　ひとり　　　 て　　　　　　　　  たいせつ

　　　　　　　　　　　きず　　　　　　　　　　　　　　て　さぎょう

　　　　　　　　　　 のうか　　　　　　　　　　　　　　　  おい

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　かた　　 た

　　　　　  おも　　　　　　　  しゅうかく

ながしま　　はぐく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シー　　　　　    ほうふ　　  ふく

　　　　　お  い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  わたし　　　　　　　　 しょくたく　　とど　　　　　　　　  み

がじゃまるくん

ユーチューブ インスタグラム

しょうてん

ながしま

しょくたく とど

なぜ長島のじゃがいもは「ホクホク」おいしいの？
ながしま
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令和３年４月から月１回
谷山緑地公園でイベントを
開催しています♪
これまでの緑地帯から
楽しく人が過ごせる空間へと再生！

★シューティング・スプラッシュ……………7月17日㊐
★ＤＩＹ教室………………………………8月21日㊐
★赤ちゃんハイハイ大レース……………9月18日㊐
★グランドゴルフ…………………………10月16日㊐
★グリントフェス……………………………11月5日㊏・6日㊐
★パルクール教室………………………12月18日㊐
★親子ｄｅ体力づくり……………………1月15日㊐
★ちびっこのりだー体験会………………2月19日㊐
★ガーデニング教室……………………3月19日㊐

谷山緑地公園  グリントプロジェクト

Green+O
イ
ベ
ン
ト
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
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野上敦史 社長

材料は鹿児島県のものにこ
だわり、職人さんが1つ1つ
ていねいに手作業でカット
しているよ。

鹿児島が誇る鹿児島が誇る鹿児島が誇る鹿児島が誇る
焼豚ができるまで焼豚ができるまで焼豚ができるまで焼豚ができるまで

1.材料を切る

特製のタレに３日間つけこむん
だ。その時に職人さんはお肉全
体に味が染みわたるように返す
作業をするんだ。

３日間つけこんだお肉を直火　焼きロース
ターという機械でじっくりと　焼き上げる
んだ。おいしそうな匂いがし　てきた～！！

できあがった焼豚を少
し厚く切るんだ。その
ほうがより肉のうまみ
を感じるんだって。

4.スライス

「安心・安全・おいし
い」鹿児島県のぶた
肉にこだわり、おいし
さをみなさまにお届
けします。

出来上がった焼豚を一晩冷蔵庫
で寝かすことで、さらに

美味しい焼豚になります。

（株）薩摩ファームブロスト
日置市東市来町養母3340-1 TEL.099-274-0129

ざいりょう　　　 か ご し ま け ん

　　　　　　　 しょくにん

　　　　　　　　　　　   てさぎょう

ざいりょう　　　　　 き

できあがった焼豚は真空パックさ
れます。そうすることによって新鮮
さとおいしさが保たれるよ。

2.味付け 3.焼き

5.真空パック

6.できあがり

あじ　  つ

や

しんくう

とくせい　　　　　　　　　　　  か　かん

　　　　　　　　とき　　  しょくにん　　　　　　　　　  にく  ぜん

たい　　 あじ　　　 し　　　　　　　　　　　　　　　　 かえ

さぎょう

か  かん　　　　　　　　　　　　　 にく　　　じかび　　　　や

　　　　　　　　　  きかい　　　　　　　　　　　　　　　　や　　　あ

　　　　　　　　　　　　　　　　   にお

で　き　あ　　　　　　やきぶた　　ひとばん  れいぞうこ

　　　　　 ね

　　　おい　　　　  やきぶた

のがみ　　あつし　　しゃちょう

　　　　　　　　　　　　　やきぶた　　  すこ

　　あつ　　　き

　　　　　　　　　　  にく

      かん

か　　　　ご　　　　しま　　　　　　　　　　　　　　     ほこ

や　　き　　　　　　　  ぶ　　た

　　　　　　　　　　　　　やきぶた　　　しんくう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しんせん

　　　　　　　　　　　　　　 たも

     あんしん　　あんぜん

　　　　 か  ご  し  ま  けん

 にく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　とど
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T-1グランプリとは、11月23日の「お茶一杯の日」に合わせて小学3～6年生
を対象に、お茶のいれ方審査など3つのお茶競技で得点を競い、日本茶の
茶ンピオンを決定するイベントです。おいしい日本茶のことを
みなさんにもっと知ってもらいたい、健康、家族団らん、
おもてなしの心を深めてもらいたい！と企画しています。

鹿児島県茶業青年団
（鹿児島県茶商業協同組合内）

〒891-0122 鹿児島市南栄3丁目11番

http://kagoshima-chasyo.or.jp/
TEL 099-268-6181（代） FAX 099-260-2332

鹿児島に合ったお茶の木は、県内のいろんなところで栽
培されているよ。各産地では、地形・気候の違いを生か
して、たくさんの品種を育てているんだ。鹿児島の高い
生産・製茶技術と茶匠の技が合わさって、「かごしま茶」
の豊かな味と香り、美しい色を作っているんだよ。

お茶の「渋み」「苦味」の成分
病気の原因となる活性酸素の攻撃を防ぐ効果がある

（抗酸化作用といいます）ので、生活習慣病の予防に
効果があるんだ。カテキンには殺菌効果もあるので
食後に飲むお茶は虫歯菌が増えるのを防ぐんだよ。

お茶の「甘味」「旨味」の成分
心と体をリラックスさせる効果があるよ。お茶
を飲むと「ホッ」とするのはこの成分のおかげ。

お茶処 鹿児島の
「かごしま茶」
お茶処 鹿児島の

「かごしま茶」

まずはここから！「かごしま茶」って何が違うの？

体に良いこといっぱい！お茶ってすごい！

ひとてまかけて美味しく！正しい淹れ方

日本一早く新茶ができる鹿児島県。
令和3年度の荒茶生産量は、静岡県の
次に多い2万6,500tと全国第2位。
全国生産量の37%をしめているんだよ。
そんな日本有数のお茶処、鹿児島のブランド茶

「かごしま茶」のことを学んでみよう！

ちゃ どころ かごしま

ちゃ

　かごしま　　　　あ　　　　　　 ちゃ　　  き　　　　 けんない　　　　　　　　　　　　　　　　　  さい

ばい　　　　　　　　　　　　　　かくさんち　　　　　　　 ちけい　　　 きこう　　  ちが　　　　 い

　　　　　　　　　　　　　　　 ひんしゅ　　そだ　　　　　　　　　　　　　　　かごしま　　　  たか

せいさん　　  せいちゃぎじゅつ　　ちゃしょう　　わざ　　  あ　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ちゃ

　　ゆた　　　　あじ　  かお　　　  うつく　　　いろ　　つく

　　ちゃ　　　しぶ　　　　 にがみ　　　 せいぶん

びょうき　　 げんいん　　　　　    かっせいさんそ　　 こうげき　　ふせ　　こうか

　   こうさんかさよう　　　　　　　　　　　　　　　　　せいかつしゅうかんびょう　よぼう

 こうか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さっきんこうか

しょくご　　  の　　　　 ちゃ　　  むしばきん　　　ふ　　　　　　　 ふせ

　　ちゃ　　  せいさんりょうぜんこくだい　　い　　　　　　　　　　　 ちゃ　 せいさんしゃ　　　　　　　　

　　　　　あんぜん 　　　　　　　　　　　ちゃ　　とど　　　　　　　　　　　　  おも　　　　　まいにち

どりょく　　けんきゅう

いろ　　  かお　　　　   あじ　　　　    さんびょうし

そ

シー

　　にほんいち　　はや　　　　しんちゃ

あんぜん　　　　　ひんしつ　　　　　　　　　　あんしん　　　　　　　　の

   にほんいち  はや　　 しんちゃ　　　　　　　　　　かごしまけん

 れいわ　　　ねんど　　　  あらちゃ  せいさんりょう　　　　しずおかけん

つぎ　　おお　　　　 まん　　　　　　  トン　　ぜんこくだい　　　い

ぜんこく  せいさんりょう　　　　　パーセント

　　　　　　　にほん　ゆうすう　　　　　ちゃどころ　　かごしま　　　　　　　　　　　　  ちゃ

　　　　　　　　　 ちゃ　　　　　　　　　  まな

ティーワン　　　　　　　　　　　　　　　  がつ　　  にち　　　　　  ちゃいっぱい　　　ひ　　　　 あ　　　　　   しょうがく　　　　　ねんせい

　　たいしょう　　　　　  ちゃ　　　　　　 かた   しんさ　　　　　　　　　　　　 ちゃ きょうぎ　　　とくてん　　きそ　　　　   にほんちゃ

 チャ　　　　　　　　　　けってい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にほんちゃ

　　　　　　　　　　　　　　　　 し　　　　　　　　　　　　　　　 けんこう　　かぞく　だん

　　　　　　　　　　　 こころ　  ふか　　　　　　　　　　　　　　　　　  きかく

ティー ワン いん か　　　ご　　　しま かい　　 さい

T-1グランプリin鹿児島を開催しています！
鹿児島県茶業青年団は

T-1グランプリ 
イメージキャラ
おとのちゃま

※令和4年は中止となります。

【ホームページ】

1.色、香り、味の三拍子がそろってる！

カテキン テニアン

フッ素

ビタミンC
カフェイン

春になると芽吹き始めるお茶。鹿児島の新茶は、南の種子
島から出来始め、県北部や山間の涼しい地域では、香り高
いお茶がゆっくりと芽吹くよ。春の一番茶の後は夏にかけ
て二番・三番・四番茶と続き、10月になると秋冬番茶が摘
まれるんだ。

2.日本一早く新茶ができる！

お茶の生産量全国第2位の「かごしま茶」。生産者のみなさ
んは「安全でおいしいお茶を届けたい」という思いで、毎日
努力と研究をかさねているんだ。

3.安全な品質だから安心して飲める！

お茶の「苦味」の成分
眠気をさましたり、心臓のはたらきを活発にする効
果があるんだって。

人数分の湯呑みによく沸騰させたお湯を8分目くらい入れて冷まそう。やけどに注意してね。

お茶の葉を急須に入れます。一人分は小さじ山盛り1杯（約2g）だよ。

湯呑みのお湯が70℃くらいになったら急須に注ぎ、1分くらい待ち
ます。湯のみを持った時に、熱いけど持てるくらいが70℃だよ。

右のように、①→②→③の順で少しずつ注いだら、今度は③→②
→①の順でお茶を注ぎます。最後の一滴まで残さず注ごうね。 順番を守らないと湯呑みごとに

お茶の濃さが変わってしまうよ

歯の表面を強くし、虫歯にならないためのバリ
アを作ってくれるんだ。

風邪やガンを予防する効果があるよ。煎茶一
杯に約5mgのビタミンCが含まれているんだ。

か　　ご　 しま   けん   ちゃぎょう     せいねんだん

※農林水産省調べ　2022年2月18日公表

※

かごちゃまる

ちゃ

からだ

おい ただ い かた

い ちゃ

なに ちが

鹿児茶丸

　　ちゃ　　　 にがみ　　　  せいぶん
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 か

　　ちゃ　　　　あまみ　　　うまみ　　　 せいぶん
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 は　　 ひょうめん　 つよ　　　　　　むしば

　　　  つく
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ぱい　　やく　 ミリグラム　　　　　　　　　シー　  ふく
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みぎ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じゅん　　すこ　　　　　　つ　　　　　　　　　こんど

　　　　　　じゅん　　　ちゃ　　  つ　　　　　　　 さいご　　　いってき　　　　のこ　　　　つ じゅんばん　  まも　　　　　　　　ゆ　の

　　ちゃ　　   こ　　　　かわ

1

2

3

4 ①  →  ②  →  ③← ←

みんな飲んでる？の

はる　　　　　　　　めぶ　　　 はじ　　　　　　ちゃ　　 かごしま　　　  しんちゃ　　　みなみ　　たねが

しま　　　　　できはじ　　　　　けんほくぶ　　　さんかん　　すず　　　　ちいき　　　　　　かお　  たか

　　　   ちゃ　　　　　　　　　　 　め　ぶ　　　　　 はる　　 いちばんちゃ　　 あと　　なつ

　　 にばん　  さんばん　よんばんちゃ　　 つづ　　　　　　がつ　　　　　　　  しゅうとうばんちゃ　　 つ
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さつまあげ工場へGO！
全国で愛される「さつまあげ」どうやって作ってるか知ってる？

ぜんこくぜんこく

あんしん

げんざいりょう らいかい

いぶつ
せいけい

じょきょ

ちょうみじゅんび

あんぜん

こ　う

ほんば

きょうどりょうり ゆうめい つく

かごしま じもと ひと あい つく つきあげあん

つきあげあん こくさいてき えいせいかんり

つきあげあん こうじょう

じ ょ う ゴー

あい つく し

さつまあげの本場鹿児島で、地元の人からも愛されるさつまあげを作る月揚庵。
郷土料理としても有名なさつまあげだけど、どうやって作っているのかな？

月揚庵の工場をちょっとだけのぞいてみよう！

月揚庵のさつまあげは、国際的な衛生管理シ
ステムのHACCP認証工場で作られている
よ。工場に入る前には手の消毒や、空気の
シャワーでほこりを飛ばしたりしているんだ。

スケトウダラという白身魚を主原料に、
さまざまな魚を使っているよ。

魚をすり身にしたり、野菜な
どの材料をまぜあわせます。
隠し味に県内産の地酒や焼
酎を使っているよ。さつまあ
げ自体に味がついているの
が本場の特徴なんだ。

できあがった味付すり
身をストレーナーとい
う機械にとおして異物
をとりのぞくところ。

よく見かける丸形
や棒形、小判形な
ど い ろ ん な 形 を
作っていくんだ。

第1フライヤーで水分をと
ばして、形を固定するよ。第
2フライヤーでは中心の温
度を上げて、きれいな色に
なるようにしているよ。

重さと中心の温度を調べて、ただ
しく出来ているか確かめるよ。

さつまあげが温かいま
まだと、ばい菌などが
増えてしまうから、すば
やく冷やして長持ちす
るようにしているよ。

クリーンルームというきれいな
部屋で、出来上がったさつまあ
げを箱に詰めるよ。

最後に金属のかけらなどがま
ざっていないか、調べるところ。
これなら安心して食べられるね！

鹿児島市谷山港3丁目4番17号

月揚庵ホームページ

お電話でのご注文（9時～17時）

0120-118-170

安心安全へのこだわり

1. 原材料の準備 2. 擂潰・調味

7. 検品

8. 冷却

9. 詰合せ 10. 金属探知機

完成！

3. 異物除去4. 成型

5.フライ

まわりに付いている、いらない油を
落としてヘルシーに仕上げるんだ。6. 脱油

ハサップ にんしょうこうじょう

こうじょう はい まえ て しょうどく くうき

と

しろみざかな しゅげんりょう さかな み

かく あじ

あじつきみ まるがた

だい

だい

ちゅうしん おん

ど いろ

すいぶん

かたち こてい

ぼうがたぼうがた こばんがた

かたち

つく

み

きかい いぶつ

あじ

ほんば とくちょう

けんないさん じざけ しょう

ちゅう

じたい

やさい

つ あぶら

おも

あたた

きん

ふ

ひ

へや

はこ つ

でき    あ

さいご きんぞく

しら

あんしん た

ながも

ちゅうしん おんど しら

たしでき

お しあ

ざいりょうさかな つか

だつゆ

けんぴん

れいきゃく

つめあわ きんぞく たんちき

かんせい
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〒899-7402 志布志市有明町野井倉3581番地
＜有明事業所＞

TEL 099-474-2880（代） FAX 099-474-2780

〒899-7103 志布志市志布志町志布志1286-8 TEL 099-478-8181 
［レストラン］11:00～15:00  定休日／毎週月曜日 （ただし月曜日が祝日の場合は翌火曜）
［ショップ］10:00～18:00

美味しいうなぎは
どうやってできるの？

日本で初めて薬を使わないうなぎの養殖に成功した山田水産。養殖から加工、商品
提供まで一貫して行なっているんだよ。どうやって作られているか見てみよう！

山田水産では安心・安全なうなぎを届
けたいという思いから、薬を一切使わ
ない養殖を行なっているよ。志布志の
地下70mから汲みあげる豊富で上質
な地下水と、鰻師たちの情熱が美味
しいうなぎを育てているんだ。

手間暇かけて育てたうなぎを、こだ
わりの焼き方と厳選したタレを使っ
て、美味しいかば焼に加工するよ。

焼きの品質を決める
白焼き。炭火焼きにすることで、うな
ぎの余分な脂や水分をなくし、旨味を
ぎゅっと閉じ込めることができるよ。

自社工場直送の商品や
北海道産の海産物等も。

加工場から変わらぬ味と
品質を保っているよ。

うなぎのエサは早朝
5時と夕方3時の2回。
その日の健康状態や
大きさに合わせて毎日
作っているんだよ。

水 温や水 質 等を管
理。清らかな水で育
てられているんだね。

こだわりたくさん！かば焼

日本ではじめて！うなぎの駅

病気にさせない！無投薬養殖

浄化
1. 2.

氷締め
3.
割き

4.
白焼き

5.
蒸し

6.
かば焼

7.
凍結

8.
出荷

安心安全へのこだわり

ふっくら美味しいかば焼はこうやって作られている！

白焼き

ショップ レストラン

うなぎのエサ

24時間管理

じっくり蒸し上げるこ
とで、ふっくら肉厚な
うなぎになるんだ。

蒸し

タレにつけて焼くのを4回
繰り返し、じっくり焼き上
げ。鰻専門店にも負けな
い味を作っているんだよ。

かば焼

うなぎのかば焼はこうやって作られ
て、わたしたちの食卓に届けられて
いるんだね。

うなぎの駅 検索

地元で育てたうなぎを、地
元で食べられる場所として
作られたうなぎの駅。うな
ぎの食べられる所をできる
限り商品にすることで、食
品ロスを防ぎ、SDGsにも
役立っているんだよ。

   じもと　　　 そだ  　　　　　　　　　　　　　　　じ

もと　　　 た　　　　　　　　　　 ばしょ

つく　　　　　　　　　　　　　　　　  えき

　　　　　た　　　　　　　　　 ところ

かぎ　　  しょうひん　　　　　　　　　　　　　　　しょく

ひん　　　　　　　ふせ　　　　エスディジーズ

やく  だ

にほん

びょうき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　　　　とうやく　　　   ようしょく

えき

   じしゃこうじょうちょくそう　　　しょうひん

ほっかいどうさん　　  かいさんぶつなど

かこうじょう　　　　  か　　　　　　　あじ

ひんしつ　　たも

じょうか こおり   じ さ しら　  や む やき とうけつ しゅっか

や　　　　　ひんしつ　　　き

しら  や　　　　  すみび　　や

　　　　 よぶん　　　あぶら　　すいぶん　　　　　　　　　　うまみ

　　　　　　　　と　　　こ

   やまだすいさん　　　　    あんしん　 あんぜん　　　　　　　　　        とど

　　　　　　　　　  　　　おも　　　　　　　   くすり　　いっさい  つか

　　　　 ようしょく　   おこ　　　　　　　　　　　　　　  　　しぶし

　ちか　　　　 メートル 　　　　 く　　　　　　　　　　 ほうふ　　　じょうしつ

　　　ちかすい　    　　　　うなぎし　　　　　　　じょうねつ　　　  おい

  　　　　　　　　　　　  そだ

すいおん　　　　　すいしつなど　　　  かん

り　　　きよ　　　　　　　  みず　　  そだ

　　　　　　　　　　　　　　　　　そうちょう

　　じ　　　ゆうがた　　  じ　　　　　かい

　　　　　 ひ  　　　けんこう　じょうたい

おお　　　　　　　あ　　　　　　　  まいにち

つく

てまひま　　　　　　　　　そだ

　　　　  　や　　　かた　　　げんせん　　　　　　　　　　　つか

　　　おい　　　　　　　　　　やき　　　かこう

やき　　　　　　　　　　　　　 つく

　　　  しょくたく　　  とど

　　　　　　　　　　　　　  や　　　　　　　　  かい

 く　　　  かえ　　　　　　　　　　　　 や　　　  あ

　　　　うなぎせんもんてん　　　　　　 ま

　　 あじ　　 つく

む　　　 あ

　　　　　　にくあつ

しら　　  や

あんしん　　　  あんぜん

お　　い

 にほん　　　　はじ　　　　　  くすり　　  つか　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ようしょく　　　  せいこう　　　　　　　やまだすいさん　　　　  ようしょく　　　　　　　かこう　　　しょうひん

ていきょう　　　　　いっかん　　　　　　おこ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  つく　　　　　　　　　　　　　　　　み

じかん　　　　　かんり

お　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　やき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  つく

やき

む

やき
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くろぶたの丘 
鹿屋市浜田町1250 霧島ヶ丘公園内
オンラインストア nanshu-pork.com

おいしさって愛なんだ

南州農場が誇る「南州黒豚」は環境の良い静か
な農場で一頭一頭に手をかけ、体調に目をかけ、
よく育てと声をかけ、大切に育てられているよ。

ミートセンターに運ばれた南州黒豚は、徹底した
衛生管理のもと、素材のおいしさや鮮度を落と
さないように処理されてお肉になるんだ。

南州農場が運営するくろぶたの丘では、本場ドイツのレシピで本格
的なソーセージ作りを体験することができるんだよ。

加工場では本場ドイツの熟練した加工技術で、
素材のおいしさを最大限に引き出しながら、ハ
ムやソーセージなどに加工しているんだよ。

加工された商品は、大手百貨店やレストラン、オ
ンラインストアなどを通じてわたしたちのもとへ
届けられているよ。

※事前予約が必要。

はじめは20頭の豚しかいなかった南州農場。安全でおいしい肉をつくる　という思いから農場から食卓まで、すべて自分たちの手を通して届けているんだよ。

本場ドイツの国家資格を日本人女性で
唯一取得した小林良子さんがハムや
ソーセージを開発しているんだ。

じっくり焼いて…

調味料を計って
お肉の中へ！

お肉が白っぽくなるまで
よ～くこねたらOK!

豚の腸に
お肉を詰めるよ

好きな長さに
ねじって…

日本人女性で国内唯一の
ドイツ食肉マイスタリン

農場から食卓へ。

ソーセージ作り体験
くろぶたの丘で

1 静かな農場で育てる 2 鮮度と安全を守る 3 オリジナルのおいしさ 4 新鮮なおいしさをお届け

がんばるぞ！

❶

❷

❸

❹

ていねいに教えます♪

完成！

いただきます！

スタート

のうじょう しょくたく

とう　　  ぶた　　　　　　　　　　　　　　　なんしゅうのうじょう　  あんぜん　　　　　　　　　　　にく　　　　　　　　　　　　　　　　　おも　　　　　　  のうじょう　　　　 しょくたく　　　　　　　　　　　　  じぶん　　　　　　　　て　　　とお　　　　 とど

なんしゅうのうじょう　　  ほこ　　　　なんしゅうくろぶた　　　　かんきょう　　　よ　　 　しず

　　のうじょう　　   いっとういっとう　　     て　　　　　　　　たいちょう　　  め

　　　  そだ　　　　  こえ　　　　　　  　たいせつ　　　そだ

なんしゅうのうじょう　　　うんえい　　　　　　　　　　　　　　　 おか　　　　　  　ほんば 　　　　　　　　　　　　　　　　　  ほんかく

てき　　　　　　　　　　　　　 づく　　　　  たいけん

ちょうみりょう　　　　 はか

　　にく　　　　なか

にく　　　　しろ

　　　　　　　　　　　　　　　　オーケー

ぶた　　　 ちょう

　　　にく　　　　つ

す　　　　　　  なが

にほんじん　　　  じょせい　　　　　 こくない　　　ゆいいつ

　　　　　　　　  しょくにく

かんせい

や

おか

づく たい けん

　　　　　　　　　　　　　　　　 はこ 　　　　　　　なんしゅうくろぶた　　　　てってい

　えいせいかんり　　　　　　　　　　そざい　　　　　　　　　　　　　　　せんど　　　  お

　　　　　　　　　　　　　 しょり　　　　　　　　　　にく

  かこうじょう　　　　　　ほんば　　　　　　　　　  じゅくれん　　　　　  かこうぎじゅつ

  そざい　　　　　　　　　　　　　　　さいだいげん　　　ひ　　　  だ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かこう

  ほんば　　　　　　　　　　 こっか     しかく         　 にほんじん　 じょせい

 ゆいいつ　しゅとく　　　　   　こばやし　  よしこ

　　　　　　　　　　　　  かいはつ

  かこう　　　　　　　 しょうひん　　　　　おおてひゃっかてん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  つう

とど

あい

しず　　　　　　　　　　 のうじょう　　　　　　  そだ せんど　　　　　　　   あんぜん　　　　　　　まも しんせん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とど

36 37



38 39



私たち営農指導員は、安心、安全でおいしい　農畜産物を農家さんと一緒に育てています。
今日もみんなのおいしい笑顔のために一生　懸命頑張ります。そんな私たちのある日の  

一日の様子を分かり　やすくご紹介します。

アグリセンター長と打ち合わせ

元気にすくすく育ってるかチェック！！
虫害見つけたら生産者へアドバイス( ^^) _Ũ̃

１日の業務を
上司へ報告 １日の活動を報告

異常がないか確認

計測中。まずまずかな・・・

口の中は
大丈夫か
確認中

次も野菜がしっかり
作れるよう土の健康診断

大栄さんからみんなに一言／日々農業は天気に左右され生育が変化します。
それでもおいしい野菜を作っていけるようこれからも指導を頑張ります。

福森さんからみんなに一言／農家さんとコミュニケーションを取りな
がら、知識を身につけて、これからもみんなの笑顔のため頑張ります。

かごしま

おおえ　　　　　しどういん　　　　　　　　  にち ふくもり　   　　しどういん　　　　　　　　  にち

営農指導員 ってどんなお仕事？JA鹿児島みらい

大栄指導員の1日 福森指導員の1日

JA 鹿児島みらい 〒892-0817 鹿児島市小川町27-17
https://ja-kagoshimamirai.or.jp/ TEL.099-239-9300 

福森雄一郎さん
所属：畜産課  担当：畜産

大栄隼平さん
所属：園芸農産課
担当：野菜・水稲

巡回に
行ってきます

今日も立派な、ほうれん草
を

収
穫！

きょう　　　　りっぱ　　　　　　　　　　　　
　

  そ
う

　
　

  し
ゅ

う
か

く

エ
サ
も
た
く
さ
ん
食
べ
て
る
か
ら
体
調
は
ばっち
り
！

  

た
　
　
　  

　
　
　た
い
ち
ょ
う   

始業前の

打ち合わせ

福森指導員
大栄指導員

えい　　　　　のう　　　　　　し　　　　　　どう　　　　 いん し　　　　　  ごと

おおえ　じゅんぺい

しょぞく　    えんげいのうさんか

たんとう　  やさい　　すいとう

  ふくもり  ゆういちろう

 しょぞく　　ちくさんか　　　たんとう　 ちくさん

　　　　　つぎ　　  やさい

つく　　　　　　　　つち　　　けんこうしんだん

   げんき　　　　　　　　　  そだ

ちゅうがい み　　　　　　　　  せいさんしゃ

おおえ　　　　　　　　　　　　　　　　　ひとこと　　　　ひび　のうぎょう　　 てんき　　　　さゆう　　　　　せいいく　　　へんか

　　　　　　　　　　　　　　　　やさい　　　つく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しどう　　　がんば

ふくもり　　　　　　　　　　　　　　　　　ひとこと　　　  のうか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  と

　　　 　　 ちしき　　　 み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えがお　　　　　　　  がんば

　  にち　　  ぎょうむ

  じょうし　　  ほうこく

しぎょうまえ

う　　　あ

くち　　  なか

だいじょうぶ

かくにんちゅう

いじょう　　　　　　　　　かくにん

けいそくちゅう

　にち　　 かつどう　　  ほうこく

ちょう　　 う　　　あ

じゅんかい

い

わたし　　　　　  えいのう　　しどういん　　　　　 あんしん　　　あんぜん　　　　　　　　　　　　　　　　のうちくさんぶつ　　　　　のうか　　　　　　　　   いっしょ　　　そだ

　　きょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 えがお　　　　　　　　　　　いっしょう　　　  けんめい    がんば　　　　　　　　　　　　　　　　  わたし　　　　　　　　　　　　  ひ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いちにち　　　　ようす　　　　  わ　　　　　　　　　　　　　　　　　 しょうかい

おおえ　    しどういん

ふくもり　    しどういん
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セントラルキッチンで加工されたものは鹿
児島県内のふく福や十八番らーめん、他に
もたくさんのお店に運ばれていくよ。
おいしさの秘密はこの手間ひま
かけたこだわりにあったんだね。

全国からセントラルキッチンにたくさん
の食材が運ばれてくるよ。こだわりの
食材がたくさんあるんだね。

鹿児島県内のＪ・Ｆグループのお店のために
たくさんの食材がここで加工されるよ｡

セントラルキッチンではお肉や麺などたくさんのものをお店
のためにあらかじめ加工しているんだ。加工されるものは
麺類にうどんやラーメンのスープ、とんかつのお肉やギョー
ザ、パン、おはぎ、大福までたくさん!たくさんのものがこの
セントラルキッチンで毎日つくられているんだ。

かごしまの食材がたくさん
使われてるんだね。
こういうのを「地産地消」
っていうんだって！

ここで
作っている
んだよ

寿福産業 J・Fフーズの

セントラルキッチン
ってなぁに？

1.仕入れ

こだわりの地域食材たち
●かごしまの黒ぶた・牛・鶏
●辺塚だいだい
●さくら島だいこん
●種子島の安納いも・紫いも

この他にもたくさん！

2.加工

3.配送

J・Fフーズ 吉田工場

株式会社 寿福産業
鹿児島市荒田1-61-13

宮之浦町馬庭1000番地
TEL 099-253-3016

J・Fフ  ーズ  
セントラル  キッチン   

ジェイエフ

だ
し
を
作
っ
て
い
る
と
こ
ろ

材料を切っているところ

め
ん
を
作
っ
て
い
る
と
こ
ろ

しいれ かこう

はいそう

ちいきしょくざい

くろ

へつか

うし とり

じま

たねがしま あんのう むらさき

ほか

ざいりょう　    き

つ
く

つ
く

ぜんこく

　  しょくざい　 はこ

しょくざい

しょくざい

じゅふく さんぎょう ジェイ エフ

つく

つか

ちさんちしょう

   かごしま  けんない    ジェイエフ　　　　　　　　　みせ

　　　　　　　　しょくざい　　　　　　  かこう

　　　　　　　　　　　　　　　　　かこう　　　　　　　　　　　  か

  ごしま けんない　　　　  ふく　  じゅうはちばん　　　　　　　ほか

　　　　　　　　　　　  みせ　  はこ

　　　　　　　　　ひみつ　　　　　　てま

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  にく　　めん　　　　　　　　　　　　　　　　　    みせ

　　　　　　　　　　　　　　　　  かこう　　　　　　　　　　　　  かこう

めんるい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 にく

　　　　　  　　　　　　　　だいふく

　　　　　　　　　　　　　　　　まいにち

北海道からは…

こんぶ あずき

ほっかいどう

J・Fフーズでは、うどんを

打つ前に『足ふみ』をして

生地を鍛えてるんだって！

ジェイエフ

あしう

きじ きた

まえ
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編集長の　 ことば

   みんながいつも食べて　いるおいしいごはん。    

食べると元気が出たり、　幸せを感じますよね。  

おいしく食べてくれて　嬉しいと思うのは、   

料理を作った給食の先生や　家族だけではありません。 

生産者のみなさんも、誰かの「いた　だきます」「ごちそうさま」のために

一生懸命食材を　作っています。  

寒い冬も、暑い　夏も私たちの  

「おいしい」のために　頑張っていました。 

  だから、食べることは　生きるためだけでなく

「たくさんの人の思　いを受け取ること」

食卓で笑顔に　なることは、  

  生産者のみなさんの　喜びにつながります。

    ぜひ、今日からありが　とうの気持ちもこめて、 

「おいしい！」を周りの人に　伝えていきましょうね。  

へんしゅうちょう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 た

　　　　　　　　　　  た　　　　　　　 げんき　　　　で　　　　　　　  しあわ　　　  かん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 た　　　　　　　　　　　　　 うれ 　　　　　　おも

　　　　　　　りょうり　　  つく　　　　きゅうしょく　　せんせい　　　　　 かぞく

  せいさんしゃ　　　　　　　　　　　　　　 だれ

　　　　　　　　　　　　　　　　　いっしょうけんめい しょくざい　　　　 つく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　さむ　　 ふゆ　　　  あつ　　　　  なつ　　わたし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がんば

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  た 　　　　　　　　　　　　　 い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ひと　　  おも　　　　　　　う　　　 と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょくたく　　　えがお

　　　　　　　　　　　　　  せいさんしゃ　　　　　　　　　　　　　　　よろこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 きょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まわ　　　　 ひと　　　　  つた
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