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味付け玉子の作り方味付け玉子の作り方
地場産で作るチャレンジレシピ

チャーシューの作り方チャーシューの作り方
地場産で作るチャレンジレシピ

※掲載の写真・イラストはイメージです。

・厚木産豚ブロック肉（バラ、肩など）…450gを2本
・砂糖……………………………………大さじ2
・長ネギ…………………………………3本
・水………………………………………適量
★調味液
・ニンニク（すりおろし）…………………適量
・ショウガ………………………………３片
・醤油……………………………………200cc
・ビール…………………………………350ml
・オイスターソース………………………大さじ5
・砂糖……………………………………大さじ5

①フォークなどを肉に刺し、両面に穴をあけておく。ブロック肉に砂糖をまぶし、な
じませ、冷蔵庫で20分ほど寝かせる
②フライパンで、ブロック肉の表面に焼き目を付けるように、強火で焼く
③大きめの鍋に、ブロック肉と★（調味液）、長ネギを入れ、ブロック肉が浸かるくら
いまで水を適量入れ、火にかける
④蓋をして、１時間ほど弱火でじっくりと煮込めば、完成（時々肉をひっくり返しなが
ら煮る）

材料

作り方 ①卵は常温に戻し、卵の下（先がとがっていない方）
   に針や画びょうなどを使って小さく穴をあける
②鍋に卵がひたひたに浸かるくらい水を入れ、塩を入れて中火にかける。その間
に、氷水を入れたボウルを用意する
③★（調味液）をジップロック（ファスナー付きプラスチックバック）に入れ、混ぜ合
わせておく
④沸騰してから3分30秒経ったら、②のボウルに卵を入れて冷やす
⑤冷やしている間に、①で穴をあけた箇所から、卵の殻をむく
⑥③の調味液に卵を入れ、よく混ぜ、冷蔵庫で3時間ほど寝かせれば、完成

材料

作り方

・厚木産卵………………………………4個
・水………………………………………適量
・塩………………………………………適量
・氷水……………………………………適量
★（調味液）
・めんつゆ（ストレート）…………………50ml
・醤油……………………………………50ml
・酒………………………………………50ml
・ニンニク………………………………適量

茹でたホウレンソウと塩揉みした
ニンジン、ネギ、キクラゲ、チャー
シュー、味玉をトッピング。新鮮
な地場農畜産物をふんだんに使っ
たラーメンを楽しめます♪

キャベツやニンジン、ニラ、豚肉、タケノコなどをフ
ライパンでさっと炒め、塩コショウで味付けをし
て、水溶き片栗粉をなじませると、とろっとした野
菜あんかけが特徴の神奈川名物サンマー麺風に♪

あんかけ野菜で
　　サンマー麺風に

価格 : 1袋250円（税込）
内容量 : 80g×2束（醤油スープ2食付）

【販売先】
夢未市・グリーンセンター

8月10日（土）
販売開始!!

よ
り8月10日（土）

販売開始!!
よ
り

JAあつぎマスコットキャラクター

麦の刈り取りを行う新規就援者

JAあつぎでは、耕作放棄地・遊休農地の解消と担い手支援を目的とした小麦の生産拡大と農地利
用拡大に向けた取り組みを2014年より開始。栽培体系の確立や販路の確保、6次産業化の推進など、
さまざまな取り組みを進めています。
そして、今回販売を開始した「厚木地粉らーめん」は、製麺適

性に優れる県の奨励品種の「さとのそら」を100％使用。厚木産
小麦の特性を生かした風味豊かな地粉を製麺しました。つるつ
るとした喉ごしの良さと口の中に入れた瞬間に広がる小麦の
香りが特徴です。また、さっぱりとした醤油味のスープとも相
性抜群。子どもからお年寄りまで、安心しておいしくいただけ
ること間違いなしです！

厚木地粉らーめんとは？
1位  チャーシュー　
2位  味付け玉子　
3位  青ネギ・白ネギ

みんなが好きな
トッピングランキング

～地場農畜産物といっしょにどうぞ♪～



農地は、野菜を育てる生産現場であるとともに、
農産物の販売を介した人とのつながりや子どもた
ちの農業体験の場など、私たちの生活にさまざまな
豊かさをもたらしてくれます。また、災害時に逃げ込
む一次避難場所としても役割を発揮しています。
農地の役割を知り、農地を守るためにできること

を考えてみましょう。

農地は、地域にとって
大切な場所です

第3７号

ジェラートコーナーは4月～10月は午前
10時～午後5時、11月～3月は午前10時
～午後4時となります。

※令和元年10月1日は休業日となります。

イベント情報など詳しい内容はＪＡあつぎホームページの夢未市のページからご確認ください JAあつぎ 検 索

※一部端末では正常に動作しない場合がございます。
※アプリのダウンロードや動画再生にかかるパケット
通信料はご自身の負担となります。

スマホをかざすと
動画が見られる！

2. 　  「AR EGG」を起動し、右のチャン
ネル用QRコードにかざしてください。

1. 「APP Store」または「Google play」から専用
　アプリ「AR EGG」　　をダウンロードしてください。

3.左の　　 の写真をスマホで
かざすと動画が見れます。

無料アプリのダウンロードは
こちらから▶

厚木市温水255番地
☎ 046-290-0141

午前9時30分～午後6時営業時間
休 業 日 毎月第3水曜日（3月・9月は

第2水曜日 12月・1月は除く）
および1月1日～4日

厚木市及川1161-1
☎ 046-241-6150

午前9時～午後6時（3月～9月）
※精米機は午後5時30分まで
午前9時～午後5時（10月～2月）
※精米機は午後4時30分まで

営業時間

休 業 日 年中無休（年末年始12月31日～1月6日を除く）

グリーンセンター夢未市

【おうちの方へ】
右の応募用紙を出来上がった絵の裏側にセロハンテープで貼り、任意の封筒にて郵送していただくか、夢未市・グリーンセンターに設置されている応募箱に投函ください。応募
は小学生以下のお子様に限ります。応募受付は9月6日（金）まで。なお、9月13日（金）～30日（月）に夢未市で展示いたします（作品の返却はできませんのでご了承ください）。

【個人情報について】
個人情報は、抽選、賞品発送に利用させていただきます。また、夢未市での絵の展示の際は、お
名前のみ掲示させていただきます。

■郵送の際の応募先
〒243-0004 厚木市水引2丁目9番2号 JAあつぎ総合企画部農家応援企画係宛
※郵送の際の送料についてはお客様のご負担となります。あらかじめご了承願います。

■プレゼントについて
応募者の中から抽選で10名の方にJAあつぎマスコットキャ
ラクター「ゆめみちゃん」のオリジナルグッズ詰め合わせ
（エコバック・メモ帳・鉛筆・シール・塗り絵）をプレゼント。
当選者の発表は、発送をもってかえさせていただきます。

【記入例】

第50回
厚木市農業まつり味覚祭

❶地場産野菜・果物や夢未市のオリジナル商
品が当たるサイコロ抽選会（24日・夢未市）

❷「JAいしのまき」から直送！宮城県
産「ひとめぼれ」特売！！

❸新発売!厚木地粉らーめんの特売！！

❶地場産野菜・果物や夢未市のオリジナル商
品が当たるサイコロ抽選会（24日・夢未市）

❷「JAいしのまき」から直送！宮城県
産「ひとめぼれ」特売！！

❸新発売!厚木地粉らーめんの特売！！

午前9時30分～午後2時（無くなり次第終了）
場所：夢未市　 

夢未市8月24日(土)期間

夢未市・
グリーンセンターイベント 

8月23日(金)～25日(日)期間かながわブランドに登録されている
地場産の梨・ぶどうが並びます！

243-0004
切手

厚木市水引
２丁目９番2号

ＪＡあつぎ総合企画部
プレゼントクイズ係宛

コミュニティー誌の表面に注目 ・ ゆ〇〇ちゃん ・あ〇〇〇ちゃん 
ハガキまたはFAX、電子メールにて①～⑦の項目を記載しご応募ください。
令和元年9月2０日（金）必着
右記の通り
046-223-8814
kouhou@at.kn-ja.or.jp

ヒ ン ト
応募方法
締め切り
ハガキ
FAX
電子メール

正解者の
中から
プレゼント

QRコードを読み取
ると電子メールの
アドレスが表示され
ます。

正解者の中から抽選で10名の方に「厚木地粉ラーメン」６袋をプ
レゼント。
当選者の発表は、発送をもってかえさせていただきます。 

①答え
②郵便番号・住所　
③氏名
④年齢　
⑤電話番号
⑥このコミュニティー
　誌に関するご感想や
　取り上げてほしい内
　容など
⑦ＪＡに対するご意見・
　ご要望など

※ご記入いただいた個人情報は、抽選、賞品発送に利用するほか、個人を特定
　できない統計情報としたうえで、マーケティング等に利用させていただきます。

ＪＡあつぎの直売所ガイドＪＡあつぎの直売所ガイド ここにスマホを
かざして
ください!!

ここにスマホを
かざして
ください!!

問題 厚木地粉らーめんのパッケージに書
かれている2人のキャラクター名は？

プレゼントクイズ

その他、催しは
盛りだくさん！

イベント情報

キリトリ線

ク
イ
ズ
に
答
え
て

厚
木
地
粉
ら
ー
め
ん
を

も
ら
お
う
！

応募用紙

氏　名

年　齢

郵便番号
住　所

電話番号

〒　　　　-　

好きな野菜の絵や農家が頑張っている姿、農家への応援メッセージ
など、たくさんかいてね。かいてくれたみんなの中から抽選で10名に
プレゼントが当たるよ！

お近くの支所生活指導員
または本所組織文化部（担当：生活ふれあい課）
☎046-221-6881

お問い合わせ

【対　象】
20歳～概ね55歳までの女性でJAあつぎ組合員または組合員家族の方
【活動内容】
メンバー限定イベントへの参加や、やりたい事、習い事グループ立ち
上げなどＪＡがサポートします！活動の幅は皆さん次第！
【イベント一例】
料理講習会・手芸講習会・日帰り旅行・運動会・エクササイズｅｔｃ・・・

お名前

農家へ応援メッセージ

農協 太郎

お名前

農家へ応援メッセージ

メンバーを対象とした
楽しい活動が盛りだくさん！

みんなで友だちの輪を広げませんか？

まずは気軽にお問い合わせ
を

みんなでLet’s友活
～メンバー募集～

す

あ

えや   さい のう　か おう えん

なか ちゅうせん めい

のう　か がん　ば すがた

な　まえ

のう　か おう えん

※いずれも景品もしくは商品が無くなり次第終了


