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農 家 の お 母 さ ん 直 伝

何度でも食べたい

01 谷田川冷だれ　 　P2
02 もちもちポテト　 　P2
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大葉の味噌ダレ　 　P3
04 キュウリ甘酢漬け　 　P3
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07 こんにゃく寿司　 　P4
08  ほうれん草の

えごま和え　 　P5
09  切り干し大根の

和え物　 　P5
10 菜の花の白和え　 　P6
11  春雨の中華風サラダ P6
12 枝豆と野菜のマリネ 　P7
13 味噌揚げ　 　P7
14  秋茄子の

スタミナ揚げ浸し　 　P7
15 みそじゃが　 　P8
16 野菜の味噌田楽　 　P8
17 アレンジごま豆腐　 　P9
18  じゃがいもまるごと

コロコロコロッケ　 　P9
19 おからの酢の物　 　P10
20 彩り野菜サラダ　 　P10
21 生姜の佃煮　 　P11
22 油揚げの袋煮　 　P11
23  春菊と舞茸の

ピーナッツ和え　 　P11
24 じゅう　 　P12
25 特製麹だれ　 　P12
26 ニシキおろし　 　P12
27 キュウリの甘露煮 P12
28 アスパラの白和え P13
29 白菜の北海道漬け 　P13
30 春雨サラダ　 　P14
31 ピリ辛漬け　 　P14

32 切り干し大根
コロッケ　 　P15

33 アスパラとじゃがいもの
オリーブオイル焼き 　P15

34 ブロッコリーフライ 　P16
35 新生姜の豚天　 　P16
36 大根餃子　 　P16
37 小松菜と

ささみの塩炒め　 　P17
38 ヘルシー肉団子の

しそあんかけ　 　P17
39 春キャベツの

肉巻フライ　 　P18
40 凍み豆腐入り

トンカツ　 　P18
41 しめじと豚肉の

黒酢炒め　 　P19
42 切り干し大根

ぜいたく煮　 　P19
43 鶏肉とじゃがいも

のサッパリ炒め　 　P20
44 根菜の炒め煮　 　P20
45 もつ煮込み　 　P21
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煮豚　 　P25

※材料の「あっさり漬けの素」「四季のつゆ」「らっきょう酢」は、直売所などでお買い求めいただけます。
※食品ロス対策のため、食べ切れる量で調理しましょう。
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71 さつまいもの
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平成 28 年 3月に、JA 福島さくらが誕生し5年目を迎えることができました。
この間、組合員をはじめ、地域の利用者の皆様からは、多大なるご支援とご協
力を賜りましたこと心より感謝と御礼を申し上げます。

当 JAは、「農業の振興と地域社会への貢献」～「緑の輝き」「地域の輝き」～
という経営理念を軸に、「湖から洋へ、地域の特性を活かした協同の力の発揮」
をテーマに定め、第2期中期経営計画においては、4つの基本方針「被災地
域復興」「地域農業振興」「組織基盤強化」および「経営基盤強化」を掲げ、
組合員、利用者、地域の皆様に心から満足していただける「なくてはならない、
かけがえのない身近な JA」を目指して、事業展開しております。

この度、広報誌「さくら」にて、JA 女性部皆さんの協力を得て掲載しておりま
す農家のお母さん直伝「三ツ星レシピ」を5周年記念といたしまして『三ツ星★
レシピ　おすすめレシピ集vol.1』として発行することとなりました。

ぜひ、皆様の手に取って頂きご覧いただければ幸いです。

今後とも、皆様の変わらぬご支援ご協力の程、心よりお願い申し上げます。

福島さくら農業協同組合　
代表理事組合長　管野啓二

ごあいさつ



① ナスを洗って半分に切り、
皮に切れ込みを入れる。

② フライパンに油をひき、
❶を切った内側がきつね色になるまで焼いたら、器に盛る。

③ みじん切りにした大葉と砂糖・味噌・刻んだ柚子皮をすり鉢で混
ぜ合わせ、❷の上に盛りつけたら出来上がり。

Vol.03  
焼きナスと
大葉の味噌ダレ

材料 ２人分
 
●ナス　 　２本（200g）
●大葉　 　10 枚（60g）
●砂糖　 　大さじ２
●味噌　 　大さじ1.5
●油　 　少々
●柚子　 　１個

いわき

遠野
支部

 

 

① Aを鍋に入れて沸騰させ、熱
いうちに生キュウリにかけたら、
キュウリが浮き上がらないように
軽い重石を乗せる。（重石がな
ければ平らな皿でも代用可）

② ８時間～10 時間（朝・晩）毎
に漬け汁を取り出し、少し煮詰
め、熱いうちにキュウリにかける。
この工程を６～７日程続ける。

③ キュウリがほどよく漬かったら、
食べやすいサイズに切り完成。

Vol.04  

材料 
 
●キュウリ　 　２kg
★砂糖　 　360g
★醤油　 　360ml
★酢　 　350ml
★鷹の爪（種を取る）
　 　１～２本

キュウリ甘酢漬け
お漬物づくりにトライ！

郡山

河内
支部

A

Vol.05  

材料 ４人分
 
●さつまいもの茎 100g
●さつま揚げ　 　２枚
●ニンジン　 　小１本
●こめ油　 　適量
●四季のつゆ　 　適量
●砂糖　 　適量
●塩（茹で用）　 　適量

① さつまいもの茎を３cmくらいに切
り、沸騰したお湯に塩を入れ、３
分ほど茹でて、ザルにあける。

② さつま揚げとニンジンを細切りに
する。

③ 鍋にこめ油をひき、ニンジンを炒
めてから❶とさつま揚げを入れる。
全体的によく炒まったら、砂糖・
四季のつゆで味を整えて完成。

さつまいも茎の炒め物
意外な素材がおいしく変身！

郡山

二瀬
支部

さつま
いも茎
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暑い夏も絶品タレで
さっぱりと！

谷田川
冷だれ

Vol.01  

材料 ４人分
 
●えごま（じゅうねん）
　 　50g
●青しそ　 　４枚
●キュウリ 　２本
●味噌　 　100g
●だしの素　 　少々
●水　 　500cc

① えごまをフライパンに入れ、弱～中火で乾煎りする。２～３分
後、えごまがパチパチと鳴り、香ばしい匂いがしてきたら火を
止めて、すり鉢でよく擂る。

② ❶に味噌を加え、なめらかになるまで擂る。

③ 青しそを細かくちぎる。キュウリは薄く半月切りか千切りにする。

④ ❷と❸を混ぜ合わせ、だしの素を入れて味を調えたら完成。
食べる前に、お好みの量の水で薄めて召し上がれ。

郡山

谷田川
支部

① 鍋にじゃがいもを入れ、かぶるくらい
の水を注ぎ、中火で加熱する。沸騰
したら弱火にし、竹串が通るまで加熱
して火から下ろす。

② キッチンペーパーでじゃがいもを包む
ようにして皮をむき、熱いうちにマッ
シャーやめん棒でつぶして、全体がな
めらかになったら片栗粉を少しずつ混
ぜ合わせ、耳たぶほどの硬さにする。

③ ラップを広げて❷を乗せ、棒状になる
ように包む。冷めたら１cm幅に切る。

④ フライパンにマヨネーズを入れ、❸を
並べ焼き色が付いたら裏返し、塩コ
ショウをする。

⑤ 両面焼き色が付くまで焼いたら火から
下ろし、器に盛り、お好みでトマトケ
チャップなどをトッピングすれば出来
上がり。

材料 
 
●じゃがいも     300g
●片栗粉　      適量
●マヨネーズ　 　適量
●塩コショウ     少々

もちもちポテト
もちもち食感が大人気！

Vol.02  

★粉末パセリ・トマト
　ケチャップ・のりなど
　 　各種適量

郡山

田村
支部
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彩り鮮やか
定番おかず！

ほうれん草の
えごま和え

Vol.08  

① 沸騰したお湯に塩を少 入々れて、ほうれん草を茹でる。そ
の後水にさらし、水気を切り、２～３cm幅に切る。

② ニンジンを千切りにする。

③ 沸騰したお湯に塩少 を々入れ、❷のニンジンともやしを茹
でる。茹で上がったら湯切りする。

④ えごまは乾煎りし、すり鉢で擂った後、Aの調味料を入れ、
再び擂りあわせる。

⑤ ❶と❸を混ぜ、❹と和えたら完成。

材料 ４人分
 
●ほうれん草 　６束
●ニンジン　 　１/２個
●もやし 　１袋（200g）
●塩（茹で用）　 　少々
●えごま（ごまでも可） 大さじ２
★味噌　 　大さじ１
★砂糖　 　大さじ１
★四季のつゆ　 　少々

A

郡山

田母神
支部

おつまみにも
ぴったり！

切り干し大根
の和え物

Vol.09  

材料 ４人分
 
●ニンジン　 　1/2 本
●ピーマン 　2個
●鷹の爪　 　1本
●切り干し大根　 　15g
●白ごま　 　少々
★四季のつゆ　 　100cc
★みりん　 　大さじ２
★水　 　少々

A

① ニンジン・ピーマンを千切りに、鷹の爪は小口切りにする。

② 切り干し大根を水で洗い、❶と和える。

③ Ａを鍋に入れ沸騰させ、❷と混ぜ合わせる。

④ 白ごまをふったら完成。

いわき

菊田
支部

野
菜
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こんにゃくで
食物繊維たっぷり！

こんにゃく
白和え
（画像左）

Vol.06  

材料 ４人分
 
●こんにゃく
　 　１丁（約 400g）
●ニンジン　 　１本
●豆腐　 　１丁
●ほうれん草 　２～３株
●塩　 　適量
●砂糖　 　適量
●醤油　 　適量

① こんにゃくを短冊切りにし、沸騰したたっぷりのお湯に入れ、
５分くらい茹でる。ニンジンは短冊切りにしておく。

② 豆腐は手でちぎり、水切りをする。水が切れたらすり鉢で擂り、
砂糖・塩で味付けする。

③ ほうれん草をさっと茹でて水を切り、２cmくらいに切る。

④ 鍋に約 200mlの水を入れ、塩・砂糖・醤油を入れたら、❶
のこんにゃくとニンジンを加えて弱火で約10 分煮る（焦げな
いように気を付ける）。10 分経ったら火から下ろし、冷ます。

⑤ ❷❸❹を入れ合わせれば完成。

いわき

田人
支部

こんにゃく
寿司（画像右）

素材そのままの
味を楽しんで！

Vol.07  

材料 ４人分
 
●手作りこんにゃく
　 　１丁（約 400g）
●わさび　 　適量
●温かいごはん　 　２合
★酢　 　40ml
★砂糖　 　大さじ２
★塩　 　小さじ１と１/２

①  こんにゃくを薄くスライスし、沸騰したたっぷりのお湯に入れ、
茹で上がったら水にさらしてキッチンペーパーで水気を取る。

② 寿司酢の材料 Aを合わせ、砂糖が溶けるまでよく混ぜ合わせる。

③ 飯台（バットやボウルでも可）にごはんを入れ、❷を回し入れる。
米を潰さないよう、しゃもじで切るように全体を混ぜる。

④ ❸をうちわであおいで水気を飛ばし、人肌程度まで冷ます。

⑤ 寿司飯を小さな１口大に握り、わさびを少々付け、こんにゃくを
乗せたら完成。

A

手作りこんにゃくは
各直売所などでお買い
求めいただけます！

野
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① 枝豆を塩茹で
し、さやから
取り出してお
く。★の夏野菜は細切りにする。

② ☆の調味料 Aを合わせて❶と混ぜ、味を整えた
らミニトマトを飾って完成。

Vol.12  

材料 ４～５人分
 
●枝豆　 　130g
●ミニトマト   　適量
★紫タマネギ １/２個
★パプリカ（赤・黄）
　 　各１/４個
★レタス   　１/２個

枝豆と野菜のマリネ
食卓華やぐ彩りおかず！

郡山

大槻
支部

 

① カボチャ、ニンジン、タマネギを小さい
さいの目に切る。インゲンは一口サイズ
に、青唐辛子はみじん切りにそれぞれ
切る。青しそは細かくちぎる。

② じゃがいもをすりおろし、天ぷら粉を
加える。スプーンですくっても垂れない
くらいの固さまで、水を入れながらよく
混ぜる。

③ ❷に味噌・砂糖を入れてよく混ぜたら、
❶の野菜と小女子を加え、さらに混ぜ
合わせる。

④ 油を180℃に熱し、❸をスプーンです
くって揚げる。きつね色になるまで揚げ、
油をきってお皿に盛り付ければ完成。

Vol.13  

材料 30 個分
 
●カボチャ　 　適量
●ニンジン　 　１本
●タマネギ　   １/２個
●インゲン　 　10 本
●青唐辛子      ５本
●青しそ　 　20 枚
●じゃがいも　 　適量
●小女子　 　適量
●天ぷら粉　 　適量
●味噌　 　大さじ２
●砂糖      大さじ２

味噌揚げ
旬の野菜で栄養満点！

☆オリーブオイル
　      大さじ２
☆塩コショウ
　 　適量
☆レモン汁 適量

郡山

湖南西
支部

Vol.14  

材料 ４人分
 
●ナス　 　6 本
●タマネギ
　 　１と１/２個
●ニンニク　 　４片
★四季のつゆ 200ml
★らっきょう酢 25ml
★水　 　100ml
●こめ油　 　適量

秋茄子のスタミナ揚げ浸し
秋を楽しむ、旬のおかず！

① ナスはヘタを取って縦半分に切り、それをさらに約２cmの斜め切りに
する。タマネギは縦に薄くスライスし、ニンニクはすりおろす。

② ❶のタマネギ・ニンニクとAを入れ
てよく混ぜ合わせ、つけ汁を作る。

③ フライパンにこめ油を適量入れて熱
し、ナスを揚げる。揚げたナスは❷
のつけ汁に浸ける。

④ ナスを取り出し、器に盛って完成。

A

郡山

御舘
支部

A

野
菜
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① 鍋に春雨がひたるくらいのお湯を沸
かす。沸騰したら火を止めて春雨を
入れ、蓋をして10 分ほどそのままに
する。

② 卵を割りほぐし、こめ油をフライパン
全体に広げて火をつける。フライパ
ンが温まったら卵を流し入れ、フラ
イパン全体に広げて薄焼き卵を作り、
冷ましておく。

③ ニンジンは千切りにして、サッと湯
がく（ポリ袋に入れて２分ほど電子
レンジにかけても良い）。

④ ❶の春雨をザルにあけ、水気を切り、
ざっくりと包丁を入れる。キュウリと
ハム、❷の薄焼き卵は千切りにする。

⑤ ボウルにAの調味料を混ぜ合わせ、
❸❹の材料と和える。器に盛り、ミ
ニトマトを添えれば完成。

季節を味わう

菜の花の
白和え

Vol.10  

① 豆腐は水切りをする。リンゴは皮をむき、細切りにする。菜
の花は塩茹でして、３～４cmの長さに切る。

② ニンジンを細切りにし、糸こんにゃくと一緒に白だしと水で
茹でて下味をつけ、水気を絞る。

③ 水切りした豆腐をすり鉢に入れてなめらかになるまで擂り、
砂糖と醤油を加え、味を整えながらさらに擂り合わせる。

④ ❸の白和え衣と❶❷を和え、お皿に盛りつけて完成。

材料 ４人分
 
●菜の花　 　１/２束
●豆腐　 　１/２丁
●リンゴ　 　１/４個
●ニンジン 　１/４本
●糸こんにゃく　 　30g
●白だし　 　大さじ２
●水　 　適量
●塩　 　小さじ１
●砂糖　 　大さじ１
●醤油　 　小さじ１

いわき

大浦
支部

春雨の中華風
サラダVol.11  

材料 ４人分
 
●緑豆春雨　 　60g
●卵　 　２個
●ニンジン 　小１本
●キュウリ　 　２本
●ロースハム　 　４枚
●ミニトマト　 　８個

郡山

御代田
支部

●こめ油　 　小さじ１/２
★漬物の素　 　大さじ６
★ごま油　 　大さじ２
★醤油　 　大さじ２
★砂糖　 　小さじ１
★白ごま　 　適量

A

野
菜
　Vegetables
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火を使わずに一品！

アレンジ
ごま豆腐

Vol.17  

① 豆腐をキッチンペーパーで包み、平らなもので重しをして30 分
程置き、水切りをする。

② ボウルに❶を手で崩し、すりごま、塩こんぶを加えてやさしく和え
たら、醤油とごま油で味を整える。

③ 皿に盛り付け、白ごまをふりかけ、カイワレ大根を散らして完成。

材料 ４人分
 
●木綿豆腐　 　１丁
●カイワレ大根
　 　１/２パック
●すりごま　 　適量
●塩こんぶ　 　20g
●醤油　 　適量
●ごま油 　適量
●白ごま　 　適量

郡山

日和田
支部

① 小さめのじゃがいもを皮
つきのままきれいに洗い、
茹でてから皮をむく。

② 下処理した❶のじゃがい
もに塩コショウをする。

③ ❷に小麦粉をまぶし、溶
いた卵にくぐらせ、パン
粉をまんべんなくつける。

④ こめ油を170℃くらいの中
温に熱し、❸をそっと入
れ、きつね色になるまで
揚げる。

⑤ 色よく揚がったら油をよく
きって、お好きな飾り野
菜とともにお皿に盛り付
けて完成。

材料 ４人分
 
●小さめのじゃがいも
　（品種は自由）　 　500g
●卵　 　１個
●小麦粉　 　70g
●パン粉 　70g

郡山

宮城
支部

Vol.18  じゃがいもまるごとコロコロコロッケ
揚げ時間短縮でお手軽に！

●こめ油（揚げ油）　 　適量
●塩コショウ　 　各少々
★千切りキャベツ・パセリなどの
　飾り野菜 　 　適量

野
菜
　Vegetables
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皮付きじゃがいもがおいしい

みそじゃが

① じゃがいもは皮つきのままよく洗い、水気
をきっておく。

② 鍋にこめ油を入れよく熱し、❶のじゃがい
もを入れて油がからまる程度まで炒める。

③ ❷に水 200ccを入れ、蓋をして蒸し煮す
る。時々、焦げ付かないように鍋を振る。

④ じゃがいもに串が通るようになったら、砂
糖・味噌を入れてよく絡める。

⑤ 器に盛り、お好みで白ごまや青さのりをか
けて完成。

郡山

三穂田
支部

Vol.15  
材料 ４～５人分
 
●小さめのじゃがいも　　
　 　200g
●水　 　200cc
●砂糖   　大さじ２

●味噌　 　大さじ１
●こめ油 大さじ１
★白ごま　 　少々
★青さのり　 　少々

① ★の野菜の皮を剥く。

② 里芋は食べやすい大きさに切り、大根は
厚さ１cmのいちょう切りに、ニンジンは
乱切りにする。しいたけは４つ切りにする。
切り終わったら、それぞれやわらかくなる
まで茹でる。

③ こんにゃくを５mmくらいの厚さに切り、
手綱こんにゃく （５mmほどの厚さに切っ
たこんにゃくの中央に切れ目を入れ、ど
ちらか片方の端を切り込みの中に入れた
もの）を作る。できたら鍋に入れ、さっ
と茹でこぼす。

④ ちくわ・野菜揚げは食べやすい大きさに
切り、煮立った湯にくぐらせる。

⑤ 生姜をみじん切りにし、フライパンにこ
め油を入れて炒める。香りが出てきたら、
砂糖・味噌・みりんを入れ、とろっとする
まで煮詰める。最後に一味唐辛子を少々
ふりかける。

⑥ お皿に❷、❸、❹を盛り、食べる直前に
❺の味噌をかけて完成。

材料 ４人分
 
★里芋　 　４～６個
★大根     １/２本
★ニンジン　 　１本
●しいたけ　 　４個
●こんにゃく １/２丁
●ちくわ　 　２本
●野菜揚げ　 　４枚

●生姜　 　１片
●こめ油   　大さじ2
●砂糖　 　大さじ2
●味噌　 　大さじ2
●みりん　 　大さじ2
●唐辛子　 　少々

野菜の
味噌田楽Vol.16  

いわき

大野
支部

野
菜
　Vegetables
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あったかおかずでポカポカ！

生姜の佃煮Vol.21  
① 生姜をよく洗い、皮ごと千切りにする。

② 鍋にお湯を沸騰させ、千切りにした生姜
を入れ、アク抜きのために２～３分茹で
てザルにあける。

③ 鍋に Aの調味料を入れ、砂糖がとけた
ら❷を入れ混ぜながら煮詰める。少し
煮汁が残るぐらいになったら火を止めて、
粗熱をとる。

④ かつお節をフライパンで乾煎りする。

⑤ ❸に❹を絡め、白ごまをふれば出来上がり。

材料 
 
●生姜　 　１kg
★醤油　 　200cc
★砂糖　 　400g
★酒　 　100cc
★みりん 　100cc
●かつお節　 　50g
●白ごま　 　適量

郡山

高瀬
支部

うまみがしみる！

油揚げの袋煮Vol.22  

① 油揚げの上の方を５mmほど
切る。

② ニンジンの皮をむいて千切り
にし、しいたけも千切りにし
てそれぞれ３等分しておく。

③ 青菜に❷を包んで油揚げの
中に入れて、卵を１個割り入れたら爪楊枝でとめる。　　　

④ 鍋にだし汁とＡの調味料、❸を入れたら中火で20 分くらい煮る。

⑤ 油揚げを半分に切ってお皿に盛れば出来上がり。

材料 
 
●油揚げ　 　３枚
●卵　 　３個
●青菜（ほうれん草などの
　大きめのもの）　 　３枚
●ニンジン　 　１/３本
●しいたけ　 　2枚
★だし汁 　2カップ
★醤油　 　大さじ２
★砂糖　 　大さじ１
★みりん 　大さじ１

たむら

船引総
支部

A

A

 

 

① 春菊は茹でて冷水にさらしたのち、水気
を絞って３cm 幅に切る。舞茸は粗く手
で裂いて、フライパンで乾煎りする。

② ボウルに春菊と舞茸を入れ、粉末ピー
ナッツを加えたら、四季のつゆで味を
調えて完成。

春菊と舞茸の
ピーナッツ和え

材料 ４人分
 
●春菊　 　160g
●舞茸　 　100g
●ピーナッツ（粉末）
　 　大さじ２
●四季のつゆ　 　適量

Vol.23  

郡山

西田
支部

野
菜
　Vegetables
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クセになるしゃりしゃり食感

おからの
酢の物

Vol.19  

① ごま油をひいたフライパンにおからを入れ、粉雪のように
サラサラになるまで炒める（20分くらい）。

② ニンジンとキュウリは細切りにし、かるく塩もみする。しん
なりしたら、軽く水分を絞る。

③ とろろ芋、かまぼこは細切りにする。

④ 酢と砂糖を合わせ、❶❷❸と干しブドウを入れて混ぜ合
わせれば出来上がり。

材料 
 
●おから　 　360g（一袋）
●とろろ芋　 　中15cm
●キュウリ　 　２本
●ニンジン 　１本
●かまぼこ　 　１本
●干しブドウ　 　少々
●ごま油　 　大さじ３
●砂糖　 　250g
●酢　 　200cc
●塩　 　少々

郡山

富久山
支部

カラフル野菜で食欲アップ

彩り野菜サラダ
① アスパラガスは３cm程度
に切る。ニンジンは拍子
切り、パプリカは２cm程
度の角切り、かぼちゃは一
口大の厚さ５mm程度の
薄切り、ミニトマトは半分
に切る。リーフレタスは手
でちぎる。

② フライパンまたは鍋にリー
フレタスとミニトマト以外の
❶の野菜を重ならないよう
に並べ、水 50mlを加えて、
蓋をして蒸し焼きにする。

③ Aを容器に入れて混ぜ合
わせ、ドレッシングを作る。

④ お皿にリーフレタスを敷き、
❷の野菜とミニトマトを盛
り付け、❸のドレッシング
をかければ出来上がり。

材料 ４人分
 
●アスパラガス　 　60g
●ニンジン　 　40g
●パプリカ（黄）　 　80g
●かぼちゃ　 　60g
●ミニトマト　 　80g
●リーフレタス　 　24g

郡山

安積
支部

Vol.20  

★ニンニク　 　2.5g
★オリーブオイル　 　30ml
★レモン汁　 　10ml
★カッテージチーズ　 　24g
★黒コショウ　 　少々
★バジル（乾）　 　少々
★塩　 　0.8g

A

野
菜
　Vegetables
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① 豆腐は３等分に切
り、ペーパータオ
ルに包んで耐熱
皿に並べ、電子レ
ンジで３分程加熱
し、冷ます。冷め
たら水気を拭いて
ボウルに入れ、ゴ
ムベラでなめらかに
なるまで潰す。

② ❶に★の調味料 A
を加えてよく混ぜ
合わせ、衣を作る。

③ こんにゃくを３cmの短冊切りにし、熱湯でさっとゆでる。ニン
ジンは３cmの長さの短冊切りにして、しいたけは薄切りにする。

④ アスパラは根本から５cmの皮をピーラーで薄く剥き、沸騰さ
せたお湯に小さじ１程度の塩を入れて茹でる。茹で上がったら
水気をきり、ななめ切りにする。

⑤ 鍋に❸と☆の調味料 Bを合わせ、弱火で４～５分煮て冷まし、
アスパラを加える。

⑥ ❺の水気を切り、❷と和えて器に盛れば出来上がり。

あっさりヘルシー

アスパラの
白和え

Vol.28  いわき

高久
支部

材料 ４人分
 
●アスパラガス　 　中２本
●木綿豆腐　 　１丁
●こんにゃく　 　１/３枚
●ニンジン　 　１/２枚
●しいたけ　 　小３～４枚
★白すりごま　 　大さじ３
★砂糖　 　大さじ２
★塩　 　小さじ１/４
★薄口醤油　 　小さじ１/２
★だし汁　 　１/２カップ
☆だし汁 　大さじ１
☆砂糖・薄口醤油 大さじ１

A

B

白菜の
北海道漬け
材料 10人分
 
●白菜   　1.1kg
●みかん　 　４個
●かにかまぼこ   　適量
●マヨネーズ   　適量
●サラダ油　 　大さじ２
●柚子   　１個
●あっさり漬けの素　 　1袋（30g）

Vol.29  

みかんがポイント

① 白菜をよく洗って、１～２cm幅のざく切りにする。

② ポリ袋に❶とあっさり漬けの素を入れて混ぜ、空気を抜い
て冷蔵庫に2時間ほど置く。

③ かにかまぼこを手でさっとほぐす。みかんは薄皮を剥き、
２つに切る。 

④ ❷の水気を切り、❸とマヨネーズで和えれば完成。

たむら

常葉
支部

野
菜
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① Aの材料を２
cm角の大きさ
に揃えて切る。

② 鍋に❶がひた
る程度の水を
入れて煮込む。
煮えてきたら赤
貝缶詰を加え、
醤油、砂糖、酒で味を調える。

③ 生姜をすって鍋に混ぜ込んだら、お椀に盛り、
お好みで錦糸卵をのせて出来上がり。

Vol.24  じゅう
湖南町伝統料理

 

A

材料 30人分
 
●赤貝缶詰 ３缶
●生姜　 　１個
●醤油　 　360cc
●酒　 　少々
●砂糖　 　少々

★里芋　 　４kg
★ニンジン　 　６本
★こんにゃく ４枚
★  高野豆腐（水やぬるま
湯で戻す）　 　２袋

★干ししいたけ １袋
★わらび　 　少々
★ちくわ　 　２袋

① 300 ～ 400cc の水を鍋に入れ、麹を
ひたして半日ほどやわらかなるまで待つ。

② ❶の鍋に醤油、砂糖、青唐辛子、青し
そを入れ、弱火で1時間ほどとろみが
つくまで混ぜながら煮詰める。

③ 煮詰まったら完成。冷蔵庫で3週間ほ
ど保存でき、きゅうり・こんにゃく・お
豆腐などと合わせて召し上がれ。

Vol.25  特製麹だれ
ご飯にも合います !

材料 
 
●麹　 　200g
●醤油　 　500cc
●砂糖　 　300g
★青唐辛子・青しそ お好みで

 

① ネギを小口切りにし、大根はすりおろす。豆腐は
水切りし、フライパンで乾煎りして冷ましておく。

② 油揚げはお湯をかけて油抜きし、フライパンで表
面に焼き色がつくくらいに焼いてから細かく切る。

③ ❶❷を混ぜ、★の調味料 Aで味を調えて完成。

材料 10人分
 
●大根　 　500g
●ネギ　 　１本
●豆腐　 　半丁
●油揚げ　 　２枚
★一味唐辛子・だしの素 適量
★醤油　 　大さじ２

 

Vol.26  ニシキおろし
さっぱり手軽な一品 ① キュウリを水

洗いして一
口大に切る。

② ❶をザラメ、
醤油とともに
鍋に入れて
火にかける。

③ 弱火で汁気
がなくなるま
で煮詰めれ
ば完成。

材料 
 
●キュウリ ５kg
●ザラメ １kg
●醤油 大さじ３

甘露煮
キュウリの

Vol.27  

郡山

富久山
支部

郡山

三穂田
支部

A

郡山

御舘
支部

郡山

湖南西
支部

野
菜
　Vegetables
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Vol.32  

① 切り干し大根・干ししいたけを水に入れて戻し、適
度な大きさに切る。干ししいたけの戻し汁はとって
おく。ニンジンは細切りにする。

② フライパンで鶏ひき肉を炒め、色が変わってきたら
Ａの具材を入れて炒める。Ｂの調味料、干ししい
たけの戻し汁（100cc）でさらに煮詰め、水溶き片
栗粉を入れて混ぜ合わせる。

③ じゃがいもを茹でて潰し、❷と混ぜ合わせる。
④ 手で成形して、小麦粉、溶き卵、パン粉の順で衣をつける。
⑤ 揚げ物用油を熱し、中火で色がつくまで揚げ、お
皿に盛り付けたら完成。

いわき

菊田
支部

アスパラでシャキシャキ食感！

アスパラとじゃがいものオリーブオイル焼き
① じゃがいもをくし形に切り、電子レンジでやわら
かくする。

② アスパラは４cmくらいに切り、電子レンジ600w
で１分加熱する（硬めに仕上がるように調整）。

③ エリンギは横半分に切り、４～５枚に切る。ウイ
ンナーは１本を縦に４等分。にんにくは輪切りに、
パセリは粗みじんにする。

④ フライパンにオリーブオイルとにんにくを入れ、中
火にかける。にんにくに色がついて香りが出てき
たらフライパンから取り出し、お皿に取る。

⑤ 同じフライパンでじゃがいもを炒め、焼き色がつ
いたら皿に取る。

⑥ ウインナー、エリンギを炒め、❷のアスパラを追
加し、❹のにんにく、❺のじゃがいもをフライパ
ンに戻す。塩コショウで味を調えたら完成。

材料 ４人分
 
●アスパラガス　 　１束
●じゃがいも　 　中４個
●ウインナー　 　１袋
●エリンギ　 　１パック
●にんにく　 　２片
●オリーブオイル　 　大さじ４
●パセリ　 　少々
●塩コショウ　 　少々

郡山

芳賀
支部

切り干し大根
コロッケ

美味しく変身！

材料 ４人分
 
●じゃがいも
　 　中3個
●鶏ひき肉 100g
●片栗粉   　適量
●小麦粉   　適量
●卵　 　１個
●パン粉　 　適量
●揚げ物用油 適量

★切り干し大根
　 　10g
★生ひじき 大さじ1
★ニンジン １/３本
★干ししいたけ 3 枚
☆みりん・酒
　 　小さじ1
☆砂糖　 　少々
☆四季のつゆ
　 　大さじ1と１/２

Vol.33  

A

B

15

肉
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① 卵をボウルに割り入れ、卵白を切るよう
に混ぜたら砂糖を入れてさらに混ぜる。

② フライパンにサラダ油を少々入れて熱
し、薄焼き卵を作って冷ましておく。

③ お湯を沸騰させた鍋に春雨を入れ、
パッケージの表記通りに茹で、お湯を
きる。流水にさらし、粗熱を取り、水
気を切る。

④ 油揚げは熱湯をかけて油抜きし、オー
ブントースターなどで両面焦げ目が付く
くらいに焼いたら、縦半分に切ってか
ら細切りにする。

⑤ ハムとキュウリを細切りに、❷の薄焼き
卵は千切りにする。

⑥ ボウルに☆の調味料 Aを合わせ、❸
❹❺を入れ合わせる（カイワレ大根と
薄焼き卵は彩り用に少量とっておく）。

⑦ 飾り野菜のレタスは食べやすい大きさに
ちぎり、レモンは半分の輪切り、トマト
はくし切りにする。❻の中華サラダを盛
り付ければ完成。

郡山

小原田
支部

材料 ４人分
 
●春雨　 　100g
●卵　 　２個
●砂糖　 　小さじ１
●サラダ油　 　３枚
●油揚げ　 　２枚
●ハム 　５枚
●キュウリ　 　１本
●カイワレ大根
　 　１パック

A

 

★レモン　 　１/２個
★トマト　 　１個
★レタス　 　適量
☆ラー油　 　お好みで
☆酢　 　大さじ２
☆ごま油　 　大さじ２
☆醤油　 　大さじ５

Vol.30  春雨サラダ
おかずやおつまみに

① キュウリは３カ所ほど粗く皮をむき、４～５cmの大きさに切っ
たら２つ割りにする。

② カブは皮をむき２つ割りにし、さらに5mmの厚さに切る。

③ ナスはヘタをとって縦半分にし、5mmの厚さに切る。

④ 彩り用のニンジンは皮をむき、薄めのイチョウ切りにする。

⑤ ❶～❹の材
料をすべてビ
ニール袋に入
れ、あっさり
漬けの素・砂
糖を入れてま
んべんなく混
ぜる。

⑥ 冷蔵庫で一
晩おいたら出
来上がり。

超カンタン!
あっさり漬けの素で

ピリ辛漬け

Vol.31  

材料 
 
●キュウリ 1.5㎏ （約16 本）
●カブ　 　200g （中５個）
●ナス　 　200g （中５個）
●ニンジン 80g（大１/２本）
●鷹の爪　 　２本
★あっさり漬けの素（小袋）
　 　２袋（30g） 
★砂糖　 　 大さじ２

郡山

河内
支部

野
菜
　Vegetables
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ささっと炒めてもう一品

小松菜と
ささみの塩炒め

Vol.37  

① 小松菜は４～５cmの長さに切って軸と葉に分ける。
赤パプリカは４～５cmの短冊切りにする。

② ささみは筋を除いてから半分に切って開き、薄くそぎ
切りにしたらAで下味をつける。

③ フライパンに油を熱し、ささみ・赤パプリカ・小松菜
の軸の順に加えて炒める。

④ Bを加え、蓋をして１～２分火を通したら、小松菜の
葉を加えてサッと炒め合わせて完成。

材料 ４人分
 
●小松菜　 　280g
●赤パプリカ　 　80g
●鶏ささみ　 　４本
●油　 　大さじ３
●酒　 　大さじ２
★塩コショウ　 　各少々
★酒・片栗粉 　各小さじ3
☆塩・砂糖　 　各小さじ２/3
☆コショウ 　少々
☆水　 　大さじ４

いわき

小川
支部

A

B

材料 ４人分
 
●豚ひき肉　 　300g
●木綿豆腐　 　300g
●もやし　 　120g
●青しそ　 　４枚
●生姜　 　小さじ１
●味噌　 　大さじ１
●油　 　少々
★ニンジン　 　50g
★タマネギ　 　50g
★青しそ（あんかけ用）
　 　４枚
★片栗粉　 　適量
☆砂糖　 　大さじ１
☆酢　 　大さじ１
☆めんつゆ 大さじ１
☆水　 　200cc

① 豆腐を水切りする。も
やしはひげを取り除き
洗って水切りし、絞って
おく。生姜はすりおろ
し、青しそ4 枚はみじ
ん切りにする。

② ❶と豚ひき肉、味噌を
入れて混ぜ合わせ、12
等分の円判型にする。

③ ❷を油をひいたフライパンで両面焦げ目がつくまで焼く。

④ あんかけ用のニンジンを千切りに、タマネギは５mmくらいの薄切り、
青しそは千切りにする。

⑤ 鍋でAを熱し、❹のニンジンとタマネギを入れ、煮立ったら片栗粉
でとろみをつける。盛り付け直前に、青しそも混ぜ合わせる。

⑥ 肉団子を器に並べ、❺をかけて盛り付けしたら完成。

Vol.38  ヘルシー肉団子のしそあんかけ
ボリューム満点おかず！

郡山

喜久田
支部

A
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Vol.35  

 

Vol.34  ブロッコリーフライ
お弁当にもぴったり！

材料 ４人分
 

 

① ブロッコリーを塩茹でする。
② タマネギをみじん切りにする。
③ ボウルにひき肉、❷のタマネギ、
カッテージチーズ、塩コショウ
を入れ、混ざるようにこねる。

④ ❸を８等分し、手のひらに広げ、
❶のブロッコリーを包む。

⑤ ❹で出来た肉ダネに小麦粉、溶
き卵、パン粉の順で衣を付ける。

⑥ 鍋に油を入れて160℃～180℃
に熱し、❺を揚げたら完成。

●ブロッコリー　 　8房
●豚ひき肉　 　100g
●タマネギ　 　１/２個
●塩コショウ　 　適量
●卵　 　１個
●小麦粉　 　適量
●パン粉　 　適量
●カッテージチーズ 適量
●サラダ油　 　適量

いわき

川前
支部

Vol.36  

新生姜の豚天
生姜がおいしく大変身！ ① 酢生姜を千切りにする。

② 肉に塩コショウを振り、青
しそ、❶の順にのせて巻く。

③ 小麦粉・スキムミルク・水
を混ぜて固めに溶いた液
に❸の肉巻きをくぐらせる。

④ フライパンにごま油を熱
し、きつね色になるまで焼
けば完成。

① 大根の皮をむき、５～７mm幅に
切った輪切り８枚を電子レンジで
約10 分加熱し、水分をふき取る。

② キャベツは芯を取り除いてみじん切りにし、塩を少々ふりかけ軽く揉む。
10 分くらいおいたら、水気を固く絞る。ニラは小口切りにする。

③ 豚ひき肉と❷、★の調味料 Aを加えて、粘りが出るまでかき混ぜる。

④ ❶を２枚１組にし、内側に薄く片栗粉をまぶしたら、❸を４等分にして挟
み、さらに全体に薄く片栗粉をまぶしつける。

⑤ フライパンにこめ油をひいて熱し、両面に焼き色がつくくらいまで焼いた
ら、半分に切って器に盛り付け、醤油と☆を混ぜたタレを添えて完成。

大根餃子
おかずに、おつまみに大活躍

材料 ４人分
 
●しゃぶしゃぶ用
　豚肉   　8 枚
●酢生姜   　20g
●青しそ   　8 枚
●塩コショウ 適量

●スキムミルク
　 　大さじ３
●小麦粉 150g
●ごま油   　少量

●豚ひき肉 200g
●大根　 　１/３本
●キャベツ　 　3 枚
●ニラ　 　１/３束
●片栗粉   　少々
●こめ油   　少々
★生姜　 　小さじ１
★塩コショウ 少々
★醤油　 　少々
★酒・ごま油 少々
☆酢　 　少々
☆ラー油   　少々

材料 ４人分
 

いわき

三和
支部

いわき

川前
支部

A
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黒酢でさっぱり栄養満点

しめじと豚肉の黒酢炒めVol.41  

① ゴボウは縦半分に切って斜め薄切りに、
レンコンは薄いいちょう切りにする。

② しめじの石づきを落として小房に分ける。

③ 芽ひじきは水につけて戻し、ザルにあ
けて水をきっておく。

④ 豚肉を5cmくらいに切り、Aと合わせ
て揉みこむ。

⑤ Bを合わせておく。

⑥ フライパンにごま油をひき、❶を入れ、
中火で3分くらい炒める。少しやわら
かくなったら、❸❹を加えて炒める。

⑦ 肉の色が変わったら❷❺を加え、汁気
がなくなるまで炒める。味を調えてお皿
に盛り付け、白ごまをふったら完成。

A

材料 ２人分
 
●豚肉　 　100g
●しめじ　 　1パック
●ゴボウ　 　100g
●レンコン　 　約3cm
●芽ひじき（乾燥） 大さじ１
●ごま油 大さじ１/２
●白ごま　 　適量

★塩　 　少々
★酒　 　小さじ１
★片栗粉 小さじ１
☆黒酢　 　大さじ１
☆醤油　 　大さじ１
☆酒　 　大さじ１
☆砂糖　 　大さじ１

B

郡山

熱海
支部

栄養満点のうまみがたっぷり!

切り干し大根ぜいたく煮Vol.42  

① たっぷりの水に切り干し大根を入れ、ほぐし
ながら揉み洗いをして、汚れやゴミを落とす。
洗い終わったら水気を絞る。

② １ℓの水に❶を入れてよく揉み、３分間つける。
つけ終わったら水気をしっかり絞る。戻し汁は
とっておく。

③ 牛肉を食べやすい大きさに切る。

④ 鍋に❷の戻し汁を入れて火にかける。沸騰し
たらＡ、戻した切り干し大根、牛肉を入れ、
アクを取りつつ、時々混ぜながら強火で4分
ほど煮る。

⑤ 具がやわらかくなり、煮汁がなくなったら火を
止め、サクラエビを混ぜ合わせる。お皿に盛
り付け、薄く切ったサヤインゲンをのせれば
出来上がり。

材料 
 
●切り干し大根（乾燥）　 　40g
●牛肉うす切り　 　150g
●サクラエビ　 　16g
●茹でたサヤインゲン　 　少々
●切り干し大根の戻し汁　 　１ℓ
★酒　 　大さじ３
★砂糖　 　大さじ１
★醤油　 　大さじ３

A

郡山

開成
支部
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春キャベツの
肉巻フライ（画像上）

Vol.39  

お弁当にもぴったり !

① キャベツを千切りにして６等分する。

② 豚肉を広げ、❶のキャベツをのせてクル
クルときっちり巻き、軽く塩コショウをする。

③ ❷に薄力粉、溶き卵、パン粉の順に衣
をつける。

④ 天ぷら鍋などに油を入れ、170℃に熱し
た油でカラッと揚げる。

⑤ ❹の油を切ってお皿に盛り付ければ完
成。お好みでくし切りしたレモンやミニト
マトを添えると彩りの良い出来栄えに。

凍み豆腐入り
トンカツ（画像下）

Vol.40  

凍み豆腐でヘルシーに !

① 凍み豆腐２枚を水に戻し、水気をきって
１枚を６等分する。

② 豚肉を広げて両面に塩コショウ、内側に
薄力粉をまぶす。

③ ❶を豚肉の幅に合わせて長い分は切り
落とし、❷の豚肉で巻く。

④ 薄力粉、溶き卵、パン粉の順に衣をつける。

⑤ 天ぷら鍋などに油を入れ、170℃に熱し
た油でカラッと揚げる。油を切り、お皿
に盛ったら完成。

材料 ２人分
 
●春キャベツ   　200g
●豚肉（しゃぶしゃぶ用）
　 　６枚
●薄力粉　 　適量

●溶き卵　 　適量
●パン粉　 　適量
●塩コショウ 少々
●揚げ油　 　適量

材料 ２人分
 
●凍み豆腐　 　２枚
●薄切り豚ロース ８枚
●薄力粉　 　適量
●溶き卵　 　適量

●パン粉　 　適量
●塩コショウ 少々
●揚げ油　 　適量

いわき

好間
支部
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寒い季節にぴったり

もつ煮込み

Vol.45  

材料 
 
●もつ　 　300g
●じゃがいも　 　２個
●ゴボウ　 　適量
●ニンジン　 　５cm
●こんにゃく　 　２/３丁
●豆腐 　１/２丁
●ネギ　 　少々
★味噌　 　大さじ２～３
★醤油　 　大さじ１～２
★酒　 　少々
★だしの素　 　大さじ１

① もつを一口大に切り、沸騰したお湯で５分ほど茹でる。茹で
こぼすのを３回繰り返し、水洗いする。

② じゃがいも、ニンジン、ゴボウの皮をむき、一口大に切る。こ
んにゃくは手でちぎっておく。

③ 鍋に水500ccと❶❷、★の調味料Aを全て入れて火にかける。

④ 野菜が煮えたら、豆腐を手でちぎって鍋に加え、弱火で30 分
ほど煮込む。その間にネギをみじん切りにしておく。

⑤ ❹を器に盛り、みじん切りのネギをのせたら出来上がり。

たむら

船引総
支部

A

春キャベツをおいしく！

キャベツとじゃが
いものそぼろ炒め

Vol.46  

材料 ４人分
 
●キャベツ　 　150g
●じゃがいも　 　150g
●豚ひき肉　 　250g
●生姜　 　１片（30g）
●唐辛子（輪切り）　 　１本
●ごま油　 　大さじ１と１/２
★醤油　 　大さじ２
★酒 　大さじ１
★みりん　 　大さじ１

① キャベツは１cm幅の千切りに、じゃがいもは皮をむいて細切
りにする。生姜も千切りにし、Aの調味料は合わせておく。

② フライパンにごま油を熱し、豚ひき肉を入れ、そぼろ状になる
まで中火で炒める。

③ ❷にじゃがいもと唐辛子を加え、全体に油がまわったら生姜
とキャベツ、★の調味料 Aを加えて炒め合わせる。

④ 汁気がなくなるまで炒め、器に盛れば出来上がり。お好みで
ごま油を回しかけてもよい。

郡山

多田野
支部

A
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さっぱり食べられてボリューム満点！

鶏肉とじゃがいも
のサッパリ炒め

Vol.43  

① 鶏肉を５mmの細切りにし、★の調味料 Aを入れてよく揉みこむ。
じゃがいもは皮をむき、５mmの細切りにして水に浸け、アクを抜く。

② 鶏肉に小麦粉をまぶし、180℃に熱したこめ油で色がつくまで揚
げる。

③ じゃがいもはキッチンペーパなどで水分をふき取り、180℃のこめ
油で火が通るまで油で揚げる。

④ 鶏肉とじゃがいもをフライパンに入れ、☆の調味料 Bを回しかけ、
さっと炒める。お皿に移し、パセリを散らせば出来上がり。

材料 
 
●鶏肉（胸）　 　200g
●小麦粉　 　大さじ１
●じゃがいも   　300g
●こめ油　 　適量
★醤油　 　大さじ１
★みりん　 　小さじ２
☆らっきょう酢 大さじ４
☆醤油　 　小さじ１
☆パセリ　 　少々

郡山

安子島
支部

根菜がおいしい季節！

根菜の炒め煮

Vol.44  

材料 ４人分
 
●ゴボウ　 　300g
●ニンジン　 　150g
●こんにゃく   　１丁
●鶏肉（もも）　 　150g
●ししとう　 　60g
●酒　 　少々
●こめ油　 　30cc
●水　 　100cc
●七味唐辛子　 　少々
★砂糖　 　30g
★醤油　 　大さじ３
★だしの素　 　４g
★みりん　 　少々

① 鶏肉は１cmの角切りにし、酒をふりかける。
② ニンジン、ゴボウは大きめの斜め切りにする。こんにゃ
くは短冊切りにし、湯こぼす。

③ 鍋にこめ油をひいて中火で熱し、鶏肉を皮目から焼いて
いく。焼き色が付いたら返して、色が変わるまで炒める。

④ 鍋に❷を加え、全体に油が回ったら水を入れて少々煮
詰める。

⑤ 具材に火が通ったら、ししとうと★の調味料 Aを入れ
て汁気がなくなるまで中火か弱火で煮て七味唐辛子を
入れ出来上がり。

いわき

平窪
支部

B

A

A
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① 湯剥きしたトマトとタマネ
ギ、ピーマンをざく切りに
する。 ズッキーニは輪切り、
ベーコンは1cm 幅に切る。

② 鍋にこめ油をひき、潰した
にんにくを炒め、タマネギ、
ピーマン、ズッキーニを加
えて炒める。

③ ❷にトマトとベーコンを加え
て炒め煮し、水、酢、ケ 
チャップを加えて10 分ほ
ど煮込み、塩で味を調え
たら出来上がり。

夏野菜の
トマトソース

Vol.49  

材料 ４人分
 
●トマト　 　250g
●タマネギ 100g
●ズッキーニ（緑・黄）
　 　各150g
●ピーマン　 　50g
●ベーコン　 　50g
●にんにく　 　１片
●水　 　300cc
●酢　 　50cc
●こめ油　 　50cc
●塩　 　少々
●ケチャップ 200cc

郡山

宮城
支部

① 豆腐を水切りせずにボウルに入れて潰す。
② 麩をビニール袋に入れ、手で細かく砕く。 
③ タマネギ、エリンギ、えのきたけをみじん切りにする。
④ ❶のボウルに❷❸、卵と鶏ひき肉を入れて、よく手で
混ぜ合わせる。

⑤ ❹に砂糖と塩コショウを加え、練るように混ぜる。
⑥ ❺を8等分し、形を整え、こめ油を熱したフライパン
で両面を焦げ目がつく程度に焼く。

⑦ お皿に盛り、トマトソースをかけて完成。

材料 ４人分
 
●木綿豆腐　 　400g
●麩　 　50g
●タマネギ　 　150g
●エリンギ　 　100g
●えのきたけ　 　100g

●鶏ひき肉　 　100g
●卵　 　１個
●砂糖 　少々
●塩コショウ　 　少々
●こめ油　 　適量

豆腐ハンバーグ

Vol.50  
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アスパラ
メンチ

Vol.47  

材料 ４人分
 
●アスパラガス　 　 ６～８本 
●豚ひき肉　 　500g
●タマネギ　 　300g
●卵　 　２個
●マヨネーズ　 　大さじ１
●味噌　 　大さじ１
●スライスチーズ　 　4 枚
●小麦粉　 　40g
●パン粉　 　40g
●塩コショウ 　少々

① 皮むきしたアスパラの根元の硬い部分とタマネギをみじん切り
にする。

② ボウルに❶と豚ひき肉、マヨネーズ、味噌、卵、パン粉、塩コショ
ウを入れ、粘りが出るまで混ぜる。

③  残りのアスパラを固ゆでし、小麦粉をまぶしてスライスチーズを巻く。 

④ ❸に❷を厚く塗って形を整え、小麦粉、卵、パン粉をつけ
170℃に熱した油でカラッと揚げて出来上がり。

郡山

郡山
地区

肉巻き
かぼちゃの
柚子風味

Vol.48  

材料 ６人分
 
●かぼちゃ　 　 100g 
●豚ロース　 　150g
●みりん　 　適量
●焼肉のたれ　 　適量
●サラダ油　 　大さじ２
●柚子　 　１個
★季節の野菜（飾り）　 　少々

柚子香る美味しさ

① かぼちゃを厚さ5mmくらいにスライスし、やわらかくなるま
で茹で、冷ます。

② 豚肉を広げて❶を巻き、サラダ油をひいたフライパンで焼く。

③ ❷にみりん・焼肉のたれを入れて味付けをする。

④ 柚子の皮の部分をけずり、細切りにする。果汁は絞っておく。

⑤ 器に季節の野菜を添え、❸を盛り付けたら、❹の柚子の皮を
肉巻きに散らし、食べる直前にしぼり汁をかけて完成。

いわき

常磐
支部
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材料 ４人分
 
●豚肩ロース肉 （塊） 450g
●ゆで卵 　 　４個
●長ネギ　 　１/３本
●生姜　 　１片
●砂糖　 　大さじ１
●酒　 　大さじ３
●水　 　２と１/２カップ
●オイスターソース
　 　大さじ２～３
●ごま油　 　大さじ1
●ブロッコリー 　 　適量
●ミニトマト　 　５個程度

① 長ネギはブツ切り、生姜はスライスする。

② 鍋にごま油を入れて中火で熱し、豚肉
を転がしながら焼き目を付ける。

③ 水を加えて強火にし、煮立ったらアク
を取る。❶と酒とオイスターソース、砂糖、ゆで卵を加え、落し蓋
をして、弱火で40 分～50 分、豚肉を時々返しながら更に煮る。

④ 豚肉を１晩タレに付けたままねかせる。

⑤ ブロッコリーを小房にし、沸騰したお湯に塩少 を々入れ茹でる。

⑥ ❹を5mm幅に切り、ゆで卵も半分に切って、ブロッコリーとミニト
マトとともに添えて、豚肉にタレをかければ出来上がり。

 

オイスターソースの煮豚
いわき

飯野
支部

① イカの内臓を取り出し１cm幅に切る。ニ
ラ、パクチーは４cmに、パプリカは種を
取り除いて1cm幅の縦切りにする。長ネ
ギは小口切り、生姜はみじん切りにする。

② イカとパプリカをサッと湯通しする。

③ フライパンにこめ油を入れ、ネギと生姜、
桜エビを炒める。香りが出てきたら、そ
のほかの材料を全て入れてさらに炒め、
醤油で味付けすれば出来上がり。

① ふき、アスパラを下茹でし、ベーコンの
幅に切る。ニンジンは皮を剥き、ベーコ
ンの幅の拍子切りにする。

② 四季のつゆを２倍に薄め、ふき・アスパラ・
ニンジンを一晩つけておく。

③ ベーコンを縦に広げ、❷を２、３本巻き
爪楊枝でとめたら、フライパンにごま油を
熱して焼く。コショウを振れば完成。

ふきとアスパラのベーコン巻きの材料 
 
●ふき　 　５本
●アスパラガス 10 本
●ニンジン　 　１本
●ベーコン　 　20 枚

●四季のつゆ 少々
●ごま油　 　少々
●コショウ　 　少々

イカとニラの炒め物の材料（画像中央） 
 
●イカ　 　２杯
●ニラ　 　１束
●パプリカ（赤・黄）
　 　各1個
●長ネギ　 　1本

●桜エビ　 　15g
●パクチー　 　１袋
●生姜　 　少々
●こめ油　 　適量
●醤油　 　適量

ベーコン巻き&
イカとニラの炒め物

Vol.54  

ふきとアスパラの

郡山

二瀬
支部

Vol.55  
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ゆで鶏のサラダVol.51  

① 鶏肉は鍋にかぶるくらいの水とAを
合わせて入れ、火をつける。沸騰し
たら火を止め、冷えるまでそのままおく。

② キュウリは太め、ニンジンは細め
の千切りにし、にんにくはすりおろ
す。❶の鶏肉は手で裂いておく。

③ ボウルに❷のキュウリ、ニンジンを入れ、オリーブオイルとにんにくのすりおろしを
入れて混ぜ合わせる。さらに鶏肉を入れ、Bの調味料で味を調えれば完成。

材料 ４人分
 
●鶏むね肉　 　 350g 
●キュウリ　 　３本
●ニンジン　 　１/２本
●にんにく　 　２片
●オリーブオイル
　 　大さじ２
★酒　 　大さじ２
★塩　 　小さじ１/２
★砂糖　 　大さじ１/２
☆白だし醤油   　大さじ１
☆塩コショウ　 　適量

 

郡山

高瀬
支部

B

A

① にんにくを包丁で潰し、タマネギは繊維に沿ってスライスする。トマ
トは湯むきして２～３cm角に切る。

② 鍋にサラダ油を熱し、ひき肉とニンニクを入れ炒める。肉の色が変わっ
てきたら、タマネギを入れて焦げないように炒める。

③ タマネギが柔らかくなったら、トマト、ローリエ、コンソメスープの素を入れて
煮込み、トマトの形がなくなってきたら、しめじを加える。

④ 中濃ソース、 塩コショウで味を調え、煮詰めれば完成。

材料 ２～４人分
 
●完熟トマト（大玉）
　 　５～６個
●タマネギ　 　１/２個
●しめじ　 　１/２パック
●ひき肉（鶏）　 　適量
●にんにく　 　1片
●ローリエ １枚～２枚
●コンソメスープの素 １個
●塩コショウ　 　少々
●中濃ソース   　大さじ１
●サラダ油　 　適量

完熟トマトで作る

キュウリと

絶品ソース
郡山

多田野
支部Vol.52  

 

材料 ４人分
 
●鶏ももひき肉　 　 300g 
●はんぺん　 　１/２枚
●ゴボウ　 　約９cm
●タマネギ　 　１/４個
●ニンジン　 　約３cm
●きぬさやエンドウ　 　4 枚
●おろし生姜　 　適量
●青しそ　 　適量
●塩・揚げ油　 　適量
★醤油・みりん・酒 各小さじ２
☆塩　 　少々
☆とき卵　 　１/２個
☆醤油・砂糖 各大さじ１と１/２
☆片栗粉　 　大さじ１と１/２

① ゴボウの皮をそいで３cmの細切りにし、★の調味料 Aで2分
煮て冷まして、水気を切る。 タマネギは薄切り、ニンジンは皮
をむいて細切りに、きぬさやエンドウは筋とりして塩茹でする。

② ひき肉を☆の調味料 Bと合わせ、
はんぺんを加えてフードプロセッ
サーで攪拌する。 

③ ❷の肉をボウルに入れ、野菜をす
べて混ぜ、4等分する。油を中温
に熱し、７～８分揚げれば完成。

さつま揚げ Vol.53  
野菜入り鶏ひき肉の

いわき

玉川
支部

B

A
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里芋と小女子の
マヨ和え

 

① しらたきを下茹でして適当な長さに切る。きざみ昆布は約１～２分水に
ひたしてからよく水洗いし、水切りをしておく。

② ニンジンを千切りにする。しめ
じは石づきを取り、ほぐしておく。

③ 鍋にごま油を入れて❶❷を炒め
る。炒まったら醤油とみりんを
加え、汁気がなくなるまで煮含
め火を止める。

④ かつお節と炒り白ごまを加えて
混ぜ、パセリを飾れば完成。

白ごまで香ばしく！

ニンジンときざみ昆布のヘルシー炒めVol.58  

材料 ４人分
 
●ニンジン　 　中２本
●きざみ昆布　 　20g
●しらたき　 　200g
●しめじ　 　100g
●ごま油　 　適量
●醤油　 　大さじ２
●みりん　 　大さじ２
●かつお削り節   　70g
●炒り白ごま 大さじ２
★パセリ　 　少々

郡山

片平
支部

郡山

湖南東
支部

A

材料 ４人分
 
●里芋（冷凍） 15 個
●小女子   　100g

Vol.59  

① 里芋は冷凍のまま熱湯に入れて茹で、ザ
ルにあけて水気をきる。里芋が大きい場
合は食べやすい大きさに切る。

② ❶をボウルに入れ、小女子とマヨネーズ、
醤油を加えて和え、器に盛れば完成。

★マヨネーズ 適量
★醤油　 　適量

キャベツの
明太子和え

材料 ４人分
 
●キャベツ １/２個
●明太子　 　３腹

① キャベツの芯を取り、適度な大きさに切っ
て、しんなりするまで茹でる。茹で上がっ
たら冷水につけ、ザルにあけて水気をきる。

② 包丁で明太子の皮に切れ目を入れ、ボー
ルに入れてほぐしておく。

③ ❷に❶を入れ、Aで味を調えて完成。

★酢　 　適量
★こめ油　 　適量
★塩コショウ 適量

郡山

湖南東
支部

Vol.60  
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野菜たっぷり
ヘルシーレシピ！

生春巻

Vol.56  

材料 ４人分
 
●ライスペーパー　 　１袋
●クリームチーズ　 　適量
●鶏ささみ　 　２～３本
●エビ　 　８尾
●キュウリ　 　１本
●サニーレタス　 　４枚
●ニンジン　 　１/２本
●ブロッコリースプラウト
　 　１パック
●かにかまぼこ　 　１袋
★チリソース・えごまドレッ
　シング（市販）　 　適量

① 鶏ささみを茹で、冷めたら細かく裂く。エビは茹でて水気を切る。

② キュウリ、ニンジンを細かく千切りにする。クリームチーズ、か
にかまぼこは適当な大きさに切る。サニーレタスは洗って水気を
きっておく。

③ ライスペーパーの両面を霧吹きで軽く戻してから、❶❷の具材
を巻く。お皿に盛り付け、ドレッシングを添えれば完成。

いわき

勿来
支部

① ゴボウをたわしで洗い、斜めの
薄切りにし、切ったものから水
にさらす。ニンジンは皮を剥き、
細切りにする。

② ゴボウの水気を切り、フライパ
ンにこめ油とごま油を熱してゴ
ボウを炒める。油が回ったら蓋
をして、時々混ぜながらしんな
りするまで２分ほど炒める。

③ ❷にニンジンを加えて上下を返
し、蓋をして蒸らしながら時々
混ぜる。ニンジンが少ししんな
りしたら、★の調味料 Aとちり
めんじゃこを加えて混ぜる。

④ 蓋をして1分ほど蒸らしてから、
煮汁をからめるように混ぜなが
ら煮詰めて出来上がり。

郡山

熱海
支部

Vol.57  ゴボウの
じゃこきんぴら

材料 
 
●ゴボウ
　 　大２本（200g）
●ニンジン
　 　小１本（100g）
●ちりめんじゃこ
　 　大さじ２
●こめ油　 　大さじ１
●ごま油　 　大さじ１
★醤油 大さじ２と１/２
★酒　 　大さじ２と１/２
★砂糖 大さじ１と１/２
★赤唐辛子　 　２本

A

ピリ辛で香ばしい
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① ニンジンは皮をむき、厚さ５mmの短冊切りにする。
ピーマンは縦半分に切り、ヘタと種を取って縦５mm
ほどの細切りにしたら、湯通ししてザルにあけておく。

② きざみ昆布をたっぷりの水、またはぬるま湯で戻す。
油揚げはザルにのせ、両面に熱湯をかけて油抜きを
する。冷めたら水気をギュッと絞り、短冊切りにする。

③ 鍋にきざみ昆布とニンジンを入れ、ひたひたになるく
らいの水を入れて、やわらかくなるまで煮る。

④ ❸に豚ひき肉と油揚げを入れ、さらに煮る。肉に火が
通ったら、★の
調味料 Aを加
えて煮詰める。

⑤ 煮汁が少なく
なってきたら火
を止め、ピーマ
ンを加えれば
出来上がり。

プチプチ食感がクセになる！

たらこにんじん

材料 
 
●きざみ昆布（乾燥） 一袋（約 30g）
●油揚げ　 　２枚
●ニンジン　 　小１本
●ピーマン　 　２個
●豚ひき肉　 　100g
★酒　 　大さじ１
★砂糖・醤油　 　各大さじ２

郡山

西田
支部

 

ヘルシーで簡単な彩りおかず！

季節の野菜で
切り昆布の煮物

Vol.63  

① ニンジンは千切りにする。たら
こは皮を除いてほぐしておく。

② フライパンにごま油をひいてニ
ンジンを炒め、みりんを入れて
さらに炒める。ニンジンがやわ
らくなったら、たらこを入れて
炒める。

③ たらこの色が変わったら、香り
づけに醤油を入れて完成。

A

材料 ２人分
 
●ニンジン   　大１本
●たらこ　 　１腹
●みりん　 　小さじ１
●醤油　 　少々
●ごま油   　小さじ２

郡山

熱海
支部

 

つきこんにゃくとニンジンの

辛子明太子炒め
材料 ４人分
 
●つきこんにゃく   　150g
●辛子明太子　 　40g
●ニンジン １/３本（75g）
●大根　 　200g
●ごま油 大さじ１と１/２

① ニンジンと大根を千切りにし、つき
こんにゃくは下茹でする。辛子明太
子はほぐしておく。

② フライパンにごま油を熱し、ニンジ
ンと大根を炒める。しんなりしてきた
ら、つきこんにゃくを加えてさらに炒
める。

③ 火を止めて辛子明太子を加え、予熱
で火を通しながら味を調えて完成。

郡山

富田
支部

Vol.64  

Vol.65  
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うまみたっぷり！

アサリと
菜の花の
酒蒸し

Vol.61  

① 菜の花は３～４cm程度の長さに切り、ニンジンは細切りにする。

② フライパンに砂抜きしたアサリとニンジン、酒を入れて蓋をし、火
にかけて蒸し焼きにする。アサリの口が開いたら蓋をとり、菜の
花を加え、しんなりするまで炒める。

③ バターと醤油で味を調え、盛りつけたら完成。 

材料 ４人分
 
●アサリ　 　1パック
●菜の花   　１/４束
●ニンジン　 　１/５本
●酒　 　20cc
●バター　 　20g
●醤油　 　小さじ１程度

いわき

大浦
支部

材料 ４人分
 
●生ひじき 200g
●ニンジン 100g
●ゴボウ　 　100g
●油揚げ　 　1枚
●ちくわ　 　1本
●だし汁   　100cc

●豆腐　 　１/２丁
●卵　 　1個
★酒　 　大さじ２
★砂糖   　大さじ２
★醤油   　大さじ２

① 生ひじきをザルに入れ、水でよく洗う。ニンジン
は千切り、ゴボウはささがきにする。油揚げは
熱湯で油抜きして細切りに、ちくわは 5mm程
の輪切りにしておく。豆腐は軽く水切りをする。

② 鍋にだし汁とニンジン、ゴボウ（硬いもの）を
入れ、★の調味料 Aで味付けをしたら、油揚
げとちくわを加えて煮る。

③ ❷の具材がやわらかくなったら、生ひじきを入
れて味をなじませ、火から下ろす。

④ ボウルに豆腐と卵を割り入れてつぶしながら混
ぜ合わせ、❸の五目煮を加えてさらに混ぜ合
わせる。

⑤ ❹をおたま一杯分ラップにのせ、口をぎゅっとね
じりながら絞って茶巾の形に整える。これを電
子レンジで３分～５分加熱すれば出来上がり。

海の恵みがたっぷり！

生ひじきの五目煮茶巾絞りVol.62  

A

いわき

久之浜
支部
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Vol.68  

材料 ３～４人分
 
●ゴボウ　 　300g
●ニンジン　 　120g
●ちりめんじゃこ　 　30g
●えごまドレッシング（市販）
　 　150ml
★サラダ菜　 　適量
★トマト（中玉）　 　適量

① ゴボウとニンジンを皮つきのま
ま洗い、５cmくらいの長さの
細切りにして、水にさらす。

② ❶を沸騰したお湯に入れ、サッ
と茹でザルにあける。ちりめんじゃこはザルに入れ、熱湯をかける。

③ ❷が冷めたら、えごまドレッシングで和える。
④ ❸をお皿に盛り、飾り用のサラダ菜とトマトを彩りよく飾って完成。

じゃこ入りゴボウサラダ
簡単・おしゃれな主役級おかず！

郡山

山根
支部

 

 

Vol.69  

小松菜で彩り豊かな食卓に！

小松菜と
なめたけの
和え物

① 小松菜を茹でる。茹で上がったら冷水に取り、食べやすい
大きさに切って水気をよく絞る。

② 桜エビをフライパンで乾煎りする。

③ ❶となめたけを和え、桜エビを散らせば出来上がり。

材料 
 
●小松菜　 　１束
●なめたけ   　120g（１瓶）
●桜エビ　 　適量
★彩り用トッピング（お好みで）
　 　トマト、厚焼き玉子など

郡山

小原田
支部

① ニンジンを４～５cmの千切りにし、さやいんげんとと
もに軽く塩茹でしたら、ザルにあけて冷ます。 

② ❶のさやいんげんをニンジンと同じくらいの長さになる
ように切る。ちくわは１本を３等分に切る。

③ ちくわに塩茹でしたニンジンとさやいんげんを詰める。

④ フライパンにオイスターソース・醤油・ 砂糖を入れ、火
にかける。砂糖が溶けたら❸のちくわを入れ、ソース
を絡めれば出来上がり。

射込みちくわの
オイスターソース煮

材料 ４人分
 
●ちくわ　 　５本
●さやいんげん　 　６本
●ニンジン　 　１/２本
●オイスターソース 大さじ１と１/２
●醤油 　小さじ１
●砂糖　 　小さじ１

郡山

安子島
支部Vol.70  
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竹輪の
かのこ巻き

① 鯛はうろこを取り、頭・胴・尾に切
り分けて塩をふる。１時間ほどお
いたら水洗いし、約 20 ～ 30 分
蒸して、胴の身を粗くほぐす。

② じゃがいもは塩茹でして、熱いうち
に塩と酢を少々ふる。タマネギ、キュ
ウリは塩もみして水気を絞る。ブ
ロッコリーは塩茹で、ニンジンは半
月切りにして茹でる。

③ 卵を固茹でして白身を粗みじんに
し、黄身は裏ごしする。

④ ほぐした鯛の身とじゃがいも、タマ
ネギ、キュウリ、卵の白身をマヨネー
ズで和える。 

⑤ 大皿にレタスを敷き、❹を楕円形
に盛って鯛の頭と尾を添える。彩
りにブロッコリーとニンジンを添え、
裏ごしした黄身をふりかければ出
来上がり。

材料 ４～５人分
 
●鯛　 　１尾（300 ～ 400g）
●じゃがいも　 　２本
●キュウリ　 　１/２個
●タマネギ　 　1枚
●卵　 　２個
●ブロッコリー　 　少々

鯛のサラダVol.66  

●ニンジン　 　少々
●レタス　 　5 枚
★塩　 　少々
★酢　 　少々
★マヨネーズ   　適量

① アスパラは根本から５cm
の皮をピーラーで薄く剥
く。ニンジンは幅１cmの
スティック状に切る。キュ
ウリは長さ5cmに切る。

② 沸騰させたお湯に小さじ
１程度の塩を入れ、❶の
アスパラとニンジンを入
れて茹でる。水気を切ったら長さ5cmほどに切る。

③ ちくわを縦に切って板状にしたら、内側の白い部分に包丁で格
子状に切れ目を入れ、焼き色がある方を表にして大葉・アスパラ・
ニンジン・キュウリと一緒に手前からくるくる巻き、終わりを爪
楊枝で3カ所～4カ所留める。

④ 同じ要領で、ちくわを広げて大葉・キムチをくるくる巻き、終わ
りに爪楊枝で3カ所～4カ所留める。

⑤ タマネギをみじん切りにし、水にさらす。辛味が取れたら水気
を切り、潰したゆで卵とタマネギ、パセリ、☆の調味料 Aで味
を調え、タルタルソースを作る。

⑥ ❸と❹の爪楊枝の間を切り、❺を添えてお皿に盛りつけて完成。

材料 ２人分
 
●ちくわ　 　３本
●アスパラガス 　 　１本
●キュウリ　 　１/４本
●ニンジン（小）　 　１/４本
●大葉　 　3 枚
●キムチ漬け　 　適量
★ゆで卵　 　1個
★タマネギ　 　１/４個
☆マヨネーズ　 　大さじ４
☆塩コショウ　 　少々
☆パセリ　 　少々

Vol.67  

A

いわき

渡辺
支部

郡山

谷田川
支部

豪華な
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① さつま芋の皮をむいたら、適当な大
きさに切って水にさらし、アクを抜
く。プルーンは粗く刻んでおき、チー
ズは1cm角に切る。 

② さつまいもを鍋に入れ、かぶるくら
いの水を加えて茹でる。さつまいも
が柔らかくなったら茹で汁を捨て、
もう一度火にかけて水分をとばす。

③ ある程度❷の水分が飛んだら火を
止め、さつまいもを潰してなめらか
にする。

④ ❸に牛乳を加えて弱火にかけ、ぽっ
てりとするまでかき混ぜる。

⑤ 最後にプルーン、チーズを加えてざっ
くりと混ぜ合わせ、器に盛れば出
来上がり。

材料 
 
●イチゴ　 　130g
●蒸しパンミックス　 　200g
●グラニュー糖 　 　15g
●牛乳　 　70cc
●無糖ヨーグルト　 　大さじ２

イチゴ
蒸しパン

お家でできる
おいしいパン作り

① イチゴのヘタを取り、荒くカットしたら鍋に入れ、ヘラなど
でつぶしながらグラニュー糖と一緒に弱火で2分ほど煮る。 

② 蒸しパンミックス、ヨーグルト、牛乳を入れ混ぜ合わせ、
耐熱性のあるカップに8分目まで流し入れる。 

③ ❸を蒸し器で 15 分ほど蒸し、竹串などで中央を刺してみ
て、先に何も付かなければ完成。

ほどよい甘さ！

さつまいもとプルーンのきんとん風Vol.73  

材料 ４人分
 
●さつまいも　 　200g
●ドライプルーン   　６個
●プロセスチーズ    　40g

●牛乳　 　100ml
●砂糖 適量（お好みで）

たむら

たむら
地区

郡山

安積
支部

Vol.74  
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Vol.71  

材料 
 
●さつまいも（紅東） １本（300g）
●レモン　 　１個
●干しブドウ　 　20g
●砂糖　 　50g

① さつまいもは皮つきで１cmの輪切りにし、水に10 分さら
す。レモンは皮と身に分け、身は薄輪切り、皮は白いとこ
ろを除いて千切りにする。

② 鍋に❶のさつまいもとレモンの身、干しブドウを入れて、
ひたるくらいの水を入れたら火にかける。沸騰したら火を
弱め、いもがやわらかくなったら砂糖を加えて煮詰める。

③ お皿に盛り付け、❶のレモンの皮を飾りにのせて完成。

さつまいものレモン煮
レモンが爽やかに香る！

 

いわき

平窪
支部

自然な甘みでほっこり！

甘酒 &
いちご大福

Vol.72  

① 研いだ米１合に水を加えて
お粥状に炊く。（炊飯器の
お粥機能で炊いても可能）

② お粥を冷まして50℃くらい
（手で触って熱くない程度）
になったら米麹を混ぜる。

③ 炊飯器の保温機能を使い、
炊飯器のふたを少し開いて
いる状態（ガムテープなど
で固定）で10 時間ほど置
いたら出来上がり。作り置
きの保管は冷蔵庫で。

甘酒の材料 
 
●米　 　１合
●水　 　600cc
●米麹（市販）　 　200g

① いちごは洗ってヘタを取り、水気を拭き取る。あんを10
～15等分にして、いちごをあんで包んで丸める。

② 耐熱ボウルに白玉粉・砂糖を入れ混ぜ、水 220ccの半
量を少しずつ加える。だまが無くなるまで泡立て器でよく
混ぜ、残りの水を加えながらなめらかになるまで混ぜる。

③ ボウルにラップをして、電子レンジ（600w）で３分加熱し、
一度レンジから取り出して、木べらなどで全体を混ぜ合
わせてからもう一度ラップをしてさらに２分加熱する。

④ バットに片栗粉を広げる。木べらなどを使って生地をバッ
トに落とし、冷めないうちに10～15等分する。

⑤ 分けた生地を広げて❶を包み、丸めたら出来上がり。

いちご大福の材料 10～15 個分
 
●白玉粉　 　200g
●いちご（Sサイズ） 10～15 粒
●砂糖　 　80g

●水　 　220cc
●片栗粉　 　適量
●あん　 　300g

いわき

夏井
支部
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Vol.77  
① 凍み餅は、たっぷりの水に浸し、半
日以上かけて戻す。その後キッチン
ペーパーなどで包み、しっかりと水
分をきったら、サイコロ状に切る。

② タマネギは１～２mmの半月切り、ピー
マンは種を取って１～２mmの輪切
り、トマトは２～３mmのくし切り、
ベーコンは１cm程の角切りにする。

③ ブロッコリーは食べやすい大きさの小
房にし、耐熱皿にのせて大さじ１～
２程度の水を回しかけ、ラップをし、
電子レンジ（600 Ｗ）で30 秒～１
分間加熱する。

④ フライパンにホイルシートを敷き、❶
を丸く並べたら弱火にかけ、軽く焦
げ目をつける。やわらくなったらホイ
ルシートを被せ、フライパンから取り
出し、綿棒で伸ばす。

⑤ ❹にケチャップを塗り、Ａの具材をタ
マネギ、ベーコン、トマト、ピーマン、
グリーンピース・チーズ・ブロッコリー
の順に生地にのせる。

⑥ オーブントースターで10 分加熱した
ら出来上がり。

材料 
 
●凍み餅　 　２枚
●ケチャップ 適量

A

凍み餅ピザ 
凍み餅が大変身

★タマネギ　 　１個
★ベーコン　 　1枚
★トマト 　１/２個
★ピーマン　 　１/２個
★グリンピース（水煮） １/２缶
★チーズ　 　60g
★ブロッコリー　 　適量

たむら

滝根総
支部

Vol.78  

材料 
 
●梨　 　２kg
●タマネギ １kg
●ニンジン 300g
●にんにく 100g
●生姜　 　100g

① 梨の芯をくりぬき、他のAの材料の皮も全
てむいておく。

② 下処理したAを醤油を加えながら数回にわ
けてミキサーにかける。

③ ❷を鍋に入れ、酒・砂糖・みりんを加えて
火にかける。アクをすくいながら沸騰しない
ように煮る。

④ ❸の火を止めて、白ごまと一味唐辛子を加
えれば出来上がり。

A

★醤油　 　1升
★砂糖　 　１kg
★酒　 　200cc
★みりん 200cc
★白ごま　 　７g
★一味唐辛子 少々

たくさんの梨が入った

焼肉のタレ

郡山

喜久田
支部
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① ブロッコリーを好みの硬さ
になるまで茹でておく。

② じゃがいもの皮をむき、茹
でやすい大きさに切る。ニ
ンジンも皮をむいて、約
1cm角の短冊状に切る。

③ 鍋に水と塩、❷を入れ、水
から火にかけて茹でる。茹
で終わったら、熱いうちに
ジャガイモをつぶす。ニン
ジンはサイコロ状に切る。

④ ❸に塩コショウ、マヨネー
ズを加えて味を調え、大皿
にドーナツ型に盛り付ける。

⑤ ❹の周りに❶のブロッコ
リー、レタス、ミニトマト、
グリンピース、コーンを飾
り付けたら完成。

クリスマス
リースの
ポテトサラダ

Vol.75  

材料 
 
●じゃがいも　 　大２個
●ニンジン　 　１/２本
●ブロッコリー　 　１/２房
●レタス　 　適量
●ミニトマト　 　６個
●グリンピース（水煮） １/２缶
●ホールコーン　 　１/２缶
●マヨネーズ　 　適量
●塩コショウ　 　適量
●塩（茹で用）　 　適量

たむら

三春総
支部

目に楽しい鮮やかな彩り

① 手羽元肉をフォークで所々刺し、塩をすり込んで密閉
袋に入れる。

② ❶にヨーグルト、カレー粉、おろし生姜を加え、揉み
込む。その後、冷蔵庫に30 分以上置く。

③ ブロッコリーは水につけて振り洗いし、小房に分け、
沸騰した鍋に塩とブロッコリーを入れて２～３分、好み
の硬さになるまで茹でる。

④ ❷の肉を取り出し、オリーブオイルをフライパンにひい
て、両面をこんがり焼く。その後、蓋をして蒸す。

⑤ 中まで火が通ったら、皿にレタス、チキン、ブロッコリー、
トマトを盛り付けて完成。

材料 
 
●手羽元　 　10 本
●ヨーグルト（無糖）
　 　200 ～250ｇ
●カレー粉　 　大さじ２
●おろし生姜　 　大さじ２

●塩　 　少々
●オリーブオイル　 　適量
★レタス　 　適量
★ブロッコリー　 　適量
★ミニトマト　 　適量

タンドリーチキン

Vol.76  

みんな大好きカレー味！
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毎月、家庭料理のプロ「女性部」の皆さんが自慢の
レシピを紹介して参りました。地域ならではのレシピ
やおふくろの味など、何度でも作りたくなるものばかりです。

ほとんどのレシピが自宅の菜園や直売所、地元スーパーで簡単に手に入る材料
を使用していますので、毎日の献立に役立てて頂けます。

野菜中心のレシピ、肉中心のレシピ、魚介系レシピ、デザート、その他（季節もの）
を色別に構成し、80レシピを掲載しました。

今後も、女性部の皆様にご協力を頂きながら広報誌「さくら」にはなくてはな
らないページとして掲載して参ります。 編集者一同

【編集・発行】令和 2年11月10日発行

『湖
うみ

から洋
うみ

へ』

地域の味を、
故郷の味を、
未来に繋げたい。

お問い合わせ先はこちらまで。お気軽にご連絡ください！

女性部員
募集中！！
地域に暮らすすべての女性が、ともに教養
を深め、生活の充実をめざし、元気な地域
づくりと仲間づくりを行うために、農業・生
活・健康・美容・環境問題・地産地消・
食育などについて学びます。

い
つも

笑顔
でイキイキと！

郡山地区

☎024-921-0724
営農経済部 生活福祉課

たむら地区

☎0247-82-6177
営農経済部 生活福祉課

いわき地区

☎0246-28-9142
営農経済部 生活福祉課

ふたば地区

☎0240-22-0346
営農経済部 経済課

料理教室

目的別サークル活動

ボランティア活動

女性大学など

 

Vol.80  干し柿とリンゴのサラダ
材料 ４人分
 
●リンゴ　 　１個
●固い干し柿　 　２個
●マヨネーズ　 　大さじ３
●柚子の皮　 　適量
●砂糖　 　適量（お好みで）
●塩（リンゴ用）  　100g

① リンゴを8等分し、１cm 幅のい
ちょう切りにして塩水につける。

② 干し柿は種を除き細切りに、柚子
の皮は千切りにする。

③ 水気をきったリンゴと❷を合わせ、
マヨネーズ・砂糖で和えれば完成。

郡山

田村
支部

① 凍み餅はたっぷりの水にひたし、半
日以上かけて戻す。その後キッチン
ペーパーなどで包み、しっかりと水
分をきる。

② Aの調味料を混ぜ合わせておく。

③ フライパンにホイルシートを敷き、
❶を焼く。焼きあがったら❷の味噌
を塗る。

④ ❸をオーブントースターで味噌に軽
く焦げ目がつくくらい焼いたら出来
上がり。

簡単でおいしい！

凍み餅味噌田楽Vol.79  

材料 ４人分
 
●凍み餅　 　２枚
★味噌　 　100g
★砂糖　 　100g
★酢　 　少々

たむら

滝根総
支部

A
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