スペース

平成１０年９月６日 毎年恒例の山形馬見ケ崎河川公園での大鍋
芋煮会の様子。約５０，０００食分の芋煮が提供されます。

山形で秋の風物詩のひとつに挙げられるのが

芋煮会

です。農作業が一段落する頃、

河原や野原に仲間が集まり芋煮の鍋を囲んで秋の一日を満喫します。子供から大人まで
楽しみにしている行事のひとつ。芋煮会が終わると、やがて長い冬がやってきます。芋
煮会は冬期保存のきかない里芋を食べきるために始まったと言われています。

裏表紙に芋煮のつくり方が載っています。

ＳＰＡＣＥ第２号発行によせて
ＳＰＡＣＥ第２号をお届けします。創刊号のア ン

読者の方にも大変お役に立ちます。つきましては、今

ケートはがきのご返信、大変ありがとうございま し

後も機会があればどんなにささいなことでもかまい ま

た。お客様のＳＰＡＣＥへのご要望をもとに、今 回

せんので、ぜひお聞かせくださいますようお願いいた

から取材ページ「情報ＷＡＮＴＥＤ」や「なるほ ど

します。

Ｑ＆Ａ」のコーナーを加え内容の充実を進めてま い

なお、次号からは
なお、次号からは ご希望の方のみ
ご希望の方のみ ＳＰＡＣＥをお
ＳＰＡＣＥをお 届

ります。ＳＰＡＣＥキャラクターも決定し、編集者

け（無料）いたし
（無料）いたし ます。ご希望のお
ます。ご希望のお 客様は必ず同封
客様は必ず同封 の

一同張り切っています。お客様のご意見は他の

はがきにてお申し込みください。

ＳＰＡＣＥ創刊に伴い、皆様からご応募いただいたキャラクターの選考が終了いた し
ました。選考の結果、山形県の石川知恵子さんの作品「みみちゃん」に情報誌ＳＰＡ Ｃ
Ｅ誌上で活躍いただくこととなりました。入選者の方々は次の通りです（予定は５名様
でしたが良い作品が多かったため７名様にしました。）
。

みみちゃんです。

島根県 江田さま
山形県 菊池さま
岩手県 馬場さま

山形県 大江さま
北海道 坂下さま
大阪府 横尾さま

よろしくね。

惜しくも入選は逃しましたが、ご応募くださいました皆様、どう
もありがとうございました。
※ 今回のみみちゃんは「なるほどＱ＆Ａ」を担当してくれています。
そちらも併せてご覧ください。

山本乾燥機有料メンテナンス（点検整備）のご案内
シーズン中の乾燥機の調子はいいかがでしたか？来

つながります。是非この機会に有料メンテナンスのお

年も安全で順調な乾燥作業を行っていただくために農

申し込みをお勧めします。

閑期（１１月〜６月）の有料メンテナンスを実施して

※実施時期につきましてはお客様のご希望に添えない

います。特にご購入後２年以上経過（２シーズン以上

場合もございます。あらかじめご了承願います。

ご使用）した山本乾燥機をお持ちのお客様や、ご購入

ご希望のお客様はご購入くださいました販売店また は

後１度も有料メンテナンスを実施されたことがないお

農協までお申し込みください。点検内容等についての

客様におすすめします。定期的なメンテナンスは乾燥

お問い合わせは弊社営業技術課まで。

機の耐用年数を延ばすことにも

（お問い合わせ先は裏表紙をご覧ください）

お知ら
お知らせ

来年度も「さくらんぼキャ ンペーン」を実施いたし ます。平成１１年５月３１ 日まで乾燥機を納品・組 立
された方に、もれなく山形特産さくらんぼ１キロを差し上げます。詳しくは農協、販売店まで。

ウ ォ ン テ ッ ド

第１回の記
第１回の記 念すべき
念すべき 取材をさ
取材をさ せていただ
せていただ いたのは
いたのは 千葉県印
千葉県印 旛村にある
旛村にある 農産物直
農産物直 売所（
売所（有 ）グリー
）グリー ブ
さんです。
さんです。 丸太小屋
丸太小屋 風の店舗の
風の店舗の 中には「
中には「 朝どり」
朝どり」 ならぬ「
ならぬ「さ っきどり
っきどり 」野菜や「
」野菜や「 稲庭の米
稲庭の米 」など、
」など、 新
鮮で安全な直売商品が目白押し。今回は代表取締役の藤代弘之さんにお話しをうかがいました。
鮮で安全な直売商品が目白押し。今回は代表取締役の藤代弘之さんにお話しをうかがいました。
藤代社
「取材って苦手なんだよねー。証拠残っちゃうから。
藤代社長 ：
ハハハ。
」
こんな言葉で始まった今回の取材。ときおり冗談も交じりなが
ら、和やかな雰囲気の中、いろいろなお話しをうかがうことがで
きました。現在「印旛村農業青年会議」の方々を中心として１６
名の手により（有）グリーブは運営され、年間約３億円の売上を
４店舗で上げています。また、生産部門のアグリ稲庭では、山本
累積攪拌乾燥貯蔵装置スタアデポがお役に立っています。
「火力
を使わない独自の乾燥法で、年を越しても玄米肌がきれい。籾貯
蔵でおいしさを保っている。
」とのこと。

山本：
「お米の直売を始められたきっかけはなんですか。
」
山本：
藤代社
「そうですねー、うちで作った印旛の米が千葉のナノ
藤代社長 ：
ハナ米として販売されてしまうのが悔しくてねー。何とか印旛の
米として販売したかったんですよ。そんなこともあって平成８年
の５月３０日にグリーブをオープンしました。印旛村は畑が約４
００町、水田が約１２００町と稲作の村ですし、私も水稲の栽培
しか手がけたことがなかったというのもあります。ちなみに生産
部門の（有）アグリ稲庭では受託も合わせて３５町ほどの水田を
管理しています。販売面では白米を入れるのに綿の袋を使ったり
してお金はかかるけれども他にはないものを扱ってますね。
」

山本：
「なるほど。では、お米に限らず第１次産業の担い手として
山本：
こだわっていることはありますか。
」
藤代社
藤代社長：「んー。やはり安全性は絶対必要ですね。そして安定供
給。取引の規模を大きくすることで今までのお客さんへの供給がお
ろそかになってはいけないと思いますね。第１次産業、農業とはな
んぞやと。食卓を見ると、海から取れたもの以外は全て農業から生
まれて来るわけですよ。人は食べなければ生きていけないのだか
ら、いわば、生命維持産業ですね。生命を維持するのなら安全なも
のでないとね。食べ物で体壊すことだってあるわけだし。今の世の
中どこかしらみんな病気なんだから普通に食べて病気が良くなるよ
うなものを提供したい。そういう考えがありますね。
」
山本：
山本：
「この記事を読んでくださっている読者の皆さんに一言お願い
します。
」
藤代社
藤代社長：「はい。いま、農家という言葉を使ってますけど、私とし
てはその呼び方はやめて欲しいですね。私たちは食糧生産メーカーな
んです。いい加減な仕事はできません。メーカーとして責任を持って
商品を市場に流通させていくんです。そのためには情報が必要。氾濫
している情報の中からお客さんが何を欲しがっているのか自分でつか
む事が必要ですね。また、以前は少々高くても美味しいもの、良いも
のを買っていく方が多かったのですが、ここに来てお客さんは安いも
のに走りますね。やっぱり生活に追われてる。でもそれは小さな心配
りで動かすことができる。そこは食糧生産メーカーとしての戦略です
よね。
」
紙袋も好評︒

山本：
「最後に、夢をお聞かせください」
山本：

藤代社
藤代社長：
「今後の夢は、農業塾を開くことですね。この辺でも
脱サラして農業を始める方もいらっしゃいますが、講習期間が
あまりにも短いために情勢の変化についていけず、採算がとれ
ないまま３年ほどで離農してしまう場合が多いんですよ。生活
できるだけの収入を得ながら長い時間をかけて勉強することが
必要だと思います。宿泊施設や研修施設を建てたいんですけど、
土地の転用ができなかったりと様々な問題があります。規制緩
和の働きかけがあれば…と思っているところです。メーカーの
皆さんからも働きかけてください。
」
（有）グリーブでは毎年２回、「印旛米米フェスタ」を開催し、ちょっと変わ

！？

ったお米の試食会を行っています。なんと、どんぶりご飯、みそ汁、漬け物
の３点セットが試食メニューなのです。きちんと食べて、本当に納得した も
のを買っていただく。また、いつでも自由にライスセンターを見学できるの
で安全性も納得。なかなか出来ないことが自然に行われています。

質問：乾燥機で、米、麦以外の乾燥は出来ないですか？

山本乾燥機なら、そばと小粒大豆も乾燥することが出来ます。

そば、小粒大豆それぞれの専用メモリーカードが
必要となります。山本乾燥機は籾を循環する装置
に独自の大径シャッタドラムを採用（右図）して

籾

いるのでそばや小粒大豆でも傷めずに循環し ま

回転

す。ご使用になれる機種は昭和６３年以降でメモ
リーカードを搭載した乾燥機になります。詳しい
資料をご用意しています。ご希望の方はＳＰＡ Ｃ
Ｅ推進室までご一報ください（宛先は裏表紙を ご

籾

覧ください）。
※ただしＳＸ、ＪＸシリーズでは小粒大豆の乾燥
は出来ません。
＊メモリーカードとは乾燥機の運転に必要なデータが入力されているカードです。

そ ば 情 報
○国産そばの自給率はわずか２０％（平成７年の作付け面積２．３万 ha、収穫量は２．１万トン）
・そばの国内消費量はおおよそ１２万トン。そのうち国内産は
２万トン強。あとの１０万トンは輸入。
・国内総需要は１５万トン程度。そば屋と農家の契約による

平成７年そば輸入量は１０万トン
輸入先

流通や自家消費分が統計には表れないため

１位中国

８万トン

２位アメリカ

１．３万トン

３位カナダ

・収穫量上位は、北海道、鹿児島県、茨城県、福島県、栃木県

０．４６万トン

大 豆 情 報
○「国産大豆」の表示がなければ、間違いなく輸入大豆。「国産大豆」は、おいしい、安全、ヘルシーの代
名詞。国産大豆の出荷価格は１俵（６０ｋｇ）１５，０００円程度
○国産大豆の自給率はわずか３％（平成９年の作付け面積８．３万ｈａ、収穫量は１４．４万トン）
・納豆用は 自給率３．６％
・豆腐、油揚げ用は 自給率３．５％
・味噌、醤油用は 自給率１．５％
・煮豆、総菜用は 自給率７５％

平成７年大豆輸入量は４８１万トン
輸入先

１位アメリカ

４００万トン

２位ブラジル
３位中国

収穫量上位は、北海道、茨城、秋田、福岡、栃木
現代農業より抜粋

山形名物芋煮のつくり方

調 理 方 法
① 里芋をひとくち大に切り、塩でよくもみ、水洗
いして一度さっと茹でる。沸騰したら水を捨て
芋を洗う。
② こんにゃくは手でひとくち大にちぎりさっと茹
で、あくを抜く。
③ 牛肉を４ｾﾝﾁ長さに切る。
④ 牛肉を鍋でカラ入りし、しょうゆ、酒 （みりん ）
で少し味をつけ、いったん取り出しておく。
⑤ 牛肉を炒めた鍋は洗わずに、水、里芋、こんに

材料 （ ４人 分 ）

ゃく、ごぼうを入れ火にかけ沸騰したらしょ う

里芋６００ｇ

水５カップ

牛肉薄切り４００ｇ

砂糖大さじ３〜４

平こんにゃく１枚

しょうゆ大さじ５〜６

味料を加えてさらに煮る。この時に 「あく」 を

ごぼう８０ｇ

酒大さじ５〜６

すくい取る。

長ネギ２本

お好みでしめじ、まいたけ

ゆと酒（みりん）等調味料の半分を入れる。
⑥ 里芋に６分通り火が通ったら、牛肉と残りの調

⑦ 里芋に火が通ったらネギを加えて出来あがりで
す。

編集後 記
ＳＰＡＣＥニュース第２号はいかがでしたでしょ う
か？さて、今回私共は 「情報ＷＡＮＴＥＤ」コーナー
のため、はじめて「取材」を体験しました。張り切 っ
て出かけたものの、いざ取材となると緊張がかくせな
い私たち。しかし、藤代社長の明るい人柄と、前向 き
な考え方に緊張もほぐれ、なんとか無事取材を終える
ことができました。藤代社長にこの場をお借りして心
よりお礼を申し上げます。今後もＳＰＡＣＥが皆様 と
の情報交流の場として活躍していけるよう励んでまい
ります。皆様のご指導よろしくお願い申しあげます。
編集者一同

そば、小粒大豆乾燥資料ご請求・ご投稿宛先

テーマご投稿／「こだわり」について皆さん
のお考えやご意見をお聞かせください。
自由なご投稿／我が家の農業、米づくり、独
自の農業法などご自由にお寄せください。
「なるほどＱ＆Ａ」へご質問「情報ＷＡＮＴ
ＥＤ」への推薦（自薦、他薦は問いません）をお待ち
しています。
掲載させていただいた方には素敵な記念品を差し上げ
ます。皆さんのご投稿お待ちしています。

〒994‑8611 株式会社山本製作所
FAX ０２３−６５４−７７８１ ＳＰＡＣＥ推進室まで

有料メンテナンス・商品に関するお問い合わせ先

TEL ０２３−６５３−３４１２ 営業技術課まで

インターネットホームページアドレス URL：http：//www．ｙamamoto‑ss．ｃo．jp

発行／株式会社山本製作所

SPACE 推進室

〒994-8611 山形県天童市老野森 404 電話 023-653-3411

