何豆でしょ うか？

道の駅 パート1

綺麗な緑色に黒色が合わさっている豆
な…なんだ～？ 初めて見る私は興味津々
「くらかけ豆」って言うのか～
陳列棚に調理レシピの紙が置いてあり助か
ります。2～3回ゆすぎ洗い、たっぷりの水
に一晩浸し、そこに塩を入れて茹でる。
味は枝豆だわっ美味し～い！
道の駅「竜王かがみの里」で購入しました

周りにあるギザギ ザは
なんだ～（≻ ≺）

カレーパンに入っている近江牛は
柔らかいし、ゴロっと沢山入って
いる黒豆パンは食べ応えあり！

道の駅 パート2

インゲンが角ばって
ギザギザがついた感じの豆、発見！
「四角豆」って、言うのか～
塩を入れた熱湯でサッと茹がけば OK！
無味・無臭でインゲンっぽい歯ごたえ

切ってサラダにしました。
スープ・炒め物などに
使っても良いかなぁ～

道の駅 パート3

道の駅では、地元主婦の方たちが使った
焼きたてパンが人気で「かがみの里」では
近江牛のカレーパン・黒豆パンを買い
「アグリの郷 栗東」では
炭を煉り込んだごぼう食パンなどを購入したよ d=（＾O＾）=b

形・色など謎めいている感じで
私にとって道の駅は
楽しい食材の宝庫ですね （＾O＾）

道の駅 パート4

炭の風味はよくわからなかったけど
ごぼうの香り・食感が程よく効いて
パンはふわふわ感がありました

「かがみの里」のエントランスでは
食べ物を販売していて、いい香りが漂う～
ちょうど小腹もすいてきたので
地元食材を使った具沢山の豚汁（150円）
滋賀県産の米「みずかがみ」のご飯（100円）を頼み
漬物をご飯の上にのせてもらっているとき
横から声をかける主人「量多めに」って
そこから会話が弾んでいくのが良いよね～
地元主婦の方たちが料理しているので
美味しさ倍増！

身体もあったまり・美味しかったわ

ちなみに、ですが
この道の駅巡りの合間に
安土城跡を見学し
野洲市にある近江富士と
呼ばれている「三上山」に
ハイキングに行ってきました
標高432m
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ご飯が…いまいち

毎年恒例の「サツマイモ堀」してきました～
80歳になる母の唯一の趣味は「畑仕事」
夏はトマト・きゅうり・ゴーヤ、冬には大根・白
菜・ほうれん草など、様々な野菜を栽培しては楽し
んでいます。
そして、10月は毎年恒例の「サツマイモ掘り」
今年も小学生の娘を連れて行ってきました～！
当日は朝から曇り、前日は一日雨☂なので、土は
かなりの水分を吸って掘るのも重く一苦労。
でも娘は、土の中から出てくる巨大なミミズ、
ツルに紛れているカエルやバッタ、青虫などに
キャーキャー・ワーワー言いながらも、普段は見
ることのない生き物に興味津々。
肝心のサツマイモは、大きいものから一口サイ
ズの小さいものまで沢山取る事できました(^^♪
私は大阪市内という便利な場所に住んでいま
す。
普段は土に触れることも、ミミズなどの生き物
も見ることがない生活。
実家に帰ると、自然の中でクワで畑を耕し、手で
土を触り、ひょっこり出てくる生き物に驚く。
そんな場所と時間に「癒されるな～」と実感した
一日でした。
サツマイモはシンプルにサツマイモご飯と
天ぷらで頂きま～す!(^^)!
今年の芋は甘いかな～

先日、「最近のご飯美味しくないなぁ…」が、
夕食時の夫婦の会話。お米の銘柄は悪くないし、
炊飯器側面の製造年月を確認。2013年と記してある。
7年ではまだ勿体ないと思うも、フルで使用していた時
期だった事を思えばそろそろかなぁ…と思い、夕食後近く
のケーズデンキに下見に出掛けた。○○の圧力IH、値切っ
てみようと試算、すると、こちらから提示する額にスッと
応じてくれたため、下見のはずだったが自転車に積み帰
宅、翌日から美味しいご飯を頂いていまぁ～す。

♪新製品が安いケ～ズデンキ(^^♪
CMは本当でした。

あると便利なものは、無くても困らない…
バラエティー番組で買い物好きの人に対して、抑えるアドバイ
スは、と聞かれた回答者が「自分に言い聞かせると、いい言葉が
あるんですよぉ～」と言いながら、
「あると便利なものは、無くても困らない」を口にした。
なるほどなぁ、確かに…この言葉、突き刺さりました。
私の場合、キッチン用品に当てはまるなぁ…と。
ちょう どそ の日、多 機能 で便 利だと いう 〝大 根お ろし 器〟を
ネット注文したばかり。
「よぉ～く考えろよっ‼」っと、タイムリーな助言
改めて台所の引き出しを見直すと、
同じような物がございまして、そうろう。
当日キャンセルOKな商品だったので、直ぐに止め、
同時に反省もした。
基本的に、無くてもかまわないという品を、
通販番組で良いとこどりで紹介されたら欲しくなるん
ですよねぇ～。
ちなみに
通販で、家族に相談せず購入できる金額は、6千円～8千円なん
だそうです。
物を買う時、
減らす時、
声を出して自分と相談するのも良いよう
ですよっ！

もうすぐ12月がやってきます、
よぉ～く考えつつ、片付けてみようと思います。
便利な通販もいいけど、店舗に足を運び、類似品と見比べて、
必要か否か判断したいと思います。
…結局購入するようです（笑）
50代 主婦
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・・・
数年前、東京での赴任生活を終え大阪に帰ってくる際、
取引先の方から老舗おかき屋の詰め合わせを頂いた。
いかにも東京、もち米をこだわって焼き上げた硬さに加え、
濃い醬油の色と風味。焼いている職人の背景まで想像できるほど。
あの味が忘れられなくて、
デパ地下などで何度か似た商品を買ってみる、が…どうも違う。
先日、予備の文具入れとして押し入れに仕舞っていた
空き缶を取り出しネットで検索。
お店は千代田区九段の「さかぐち」さん
電話で問い合わすと注文は電話かFAXで、
初回は代引き、との事。
もっと早くすれば良かったぁ。。。
何年かぶりの味と対面！
あぁ～ これこれ (^。^)y-.。O○
その後、法事の粗供養の品として、お取り寄せしている。
便利な時代を…実感。
？
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渋柿は焼酎だねぇ～
この季節になると、知り合いが渋柿をくれるので
美味しく食べるために、私は焼酎で渋みを抜きます。
少量の焼酎(主人の晩酌用を使用)を小皿に入れ
柿のヘタにつけてビニール袋に並べ入れ固く締める。
もう一重ビニール袋で覆い固く締める。
約1週間ほど放置しておくと
渋みが抜けて甘くなっていますよ（*＾・＾*）
トロトロ好きには良いころ合い
固めが好きなら5日目が良いかも

栗の季節ですね～
栗好きな私は、拾いに行かなくてはっと、うずうず
予約なしで栗拾いが出来る場所を
スマホで検索・サクッ・サクッ (^^♪
ヒットしたのは大阪府富田林市の農園
電話の問い合わせもせず
レッツゴー レッツゴー
もし、できなくても芋掘り・みかん狩りなども
やっているし、近くには寺院があるので
栗拾い 9月3・4 週目の土
散策でもすれば… みたいなノリで
曜日～10月1週目の土曜
あさイチで栗拾いに出発！
日までの期間って… 短
迷いながら農園に到着し、看板を見ると いですね（≻ ≺）
むむ…
なんと栗拾いは先週の10月4日で終了と表示！
ありゃりゃー（≻ ≺）
農園のおじさんに「4日で終わりですか？」と尋ねると
「大きな栗が落ちているので今日は特別にします」と
のこと、ラッキーだわ！
木の周りに毬栗がゴロゴロ落ちていて
そばに弾け出た栗もたくさんコロコロ～
トングで、いや、軍手をしている手で
栗を吟味しながらカゴへポイッ♪ポイッ♪
あっという間に溢れんばかりにカゴに山盛り～
入園料は大人500円・小人300円、栗の持ち帰り
1カゴ600円。1カゴ約500～800ｇ入るそうです（看板に
書いてあった）。
家に帰って栗の計量をすると、まずまずの収穫をし
てたので満足だわ～
ち なみに
業務スーパーでは
栗100ｇ120円で販売してます

2年ぶりの栗拾いは
やっぱり楽しい（*´∀｀）♪

主人の焼酎も役に立つときがあるわ(笑)
某新聞に掲載されていた記事に、確か…
柿渋（渋柿？）の汁を発酵させた液体と新型コ ロナウイルスを唾
液と混ぜ、10分間置くとウイルスが無害化した。とか…
柿渋の液体を飴やガム などに混ぜ、口に含むことで新型コ ロナ
ウイルスを予防できる可能性があるらしい。とか…

今後、製品開発を目指し人に対して効果があるか臨床研究も行
うらしい…。 柿って凄いね～！ 柿を食べようっと（笑）

520ｇ

540ｇ

720ｇ

食品廃棄ロス
スーパーの買物中、ふと思う。

収穫できたら嬉しいわ～

豆腐・肉などや、数日以内に飲みきる牛乳にしても
陳列台奥の日付が新しい物に手が伸びる。
消費者にこんなことをさせないために品出しの際

根っこ 付きの青ネギ（小ネギ）を購入し、根っこ部分4～
5㎝残して上部分を料理に使い、根っこをプラ ンターで栽
培しました。 もったいない精神を発揮！
一週間くらいで少し伸びてきたのでハサミで切り
冷奴の上に散らしました～（*´∀｀）♪

日付別に10円ずつでも差を付ければ
それなりにはけるのではないのかと…。
消費者庁によると日本では、年間2,842万トンの
食品廃棄物等が出されており

まあ～2・3回収穫できたら良いかなって感じです…

このうち、まだ食べられるのに廃棄される食品
いわゆる「食品ロス」は646万トン。
これは、世界中で飢餓に苦しむ人々に向けた世界の食糧援助量
（平成26年で年間約320万トン）の約2倍に相当するそうです。
また、食品ロスを国民一人当たりに換算すると
“お茶腕約1杯分（約139g）の食べもの”が毎日捨てられている

切り取った後
また元気に
伸びてきているよ

ことになるそうです。
些細な牛乳の案など、解決とはならないにしろ
たかが単純な考え、されど財布のひもを握る者の声。

メニューが浮かばないまま買い物へ…
この日の私はカルシウムを要求（身体が）して
いたので深く考えずに
「ちめんじゃこ」
「ごまめ」
「いわしせんべい」など
カゴに入てしまう… 勝手な手
コストコによく行く友達から、初めて買ったという
ひも付きゴミ袋をお裾分けで頂きました。
捨てる際、ゴミ箱にセットしたままひもをキューと引っ張れば、
あっという間に縛れて、持運びも便利なすぐれもの。
少しビニールが薄く感じ、すぐに破れるかな～と思ったけど、
意外と伸縮性があり全く問題なしです。
大きさは49リットルと一般的な45リットルよりすこし大きめ。
半透明で中身が見えないところもいい感じ(^^)/。
でも200枚入りで税込み2,598円。
1枚当たり13円・・・ちょっとお高め？！

カークランドシグネチャー
ひも付き ゴミ袋

49L x 200枚 ¥2,598 （税込み）

夕食の準備前
「いわしせんべい」
をボリボリ食
べながらメニューを考え、ごまめとクルミの田
作り、ひじきはニンジン・エノキ・うす揚げ入り
の炊き込みご飯、白菜は鱧と玉葱・豆腐の汁物に
しようと決めました！

