
「作り方」
①牛蒡を厚めのささがきにしてアク抜きをする。
②薩摩芋も牛蒡と同程度の大きさ・厚さにカット
　する。
③醤油、みりん、砂糖、酒を混ぜておく。
④フライパンは油をひき、１８０℃程度に。
④牛蒡・薩摩芋の水をしっかり切って片栗粉を
　まぶし、手早くフライパンに移して揚げ焼きに
　する。　（低温、油が少ないとくっつく）
⑤色よく焼きあがったら、調味料を絡めてごま
　をふって、できあがり！

「おいしいふじ」

「農園スケジュール」

   うまがんべぇ第7号です。激暑が過ぎた
と思ったらあっという間に秋。収穫の秋の
集大成です。さといも、長いも、大根、白
菜、そしてりんごの王様”ふじ”。どれも
春から太陽の恵みを受けて、栄養満点で
す。りんごは『１日１個で医者知らず』と
いわれるくらい、体にいいですよ。私も毎
日食べています。冬になったら、まるかじ
りりんごを風呂でがぶり！早くも冬が楽し
みですが、冬と言えば、お餅でしょう。囲
炉裏はないでしょうが、トースターでこん
がり焼いたお餅は最高の休日のお昼ご飯で
す。今年は１２月１日から出荷をスタート
させます。ぜひ一度渡部農園のお餅を食べ
てください。忘れられない味になります
よ。 余談ですが、今農園では”おかゆ”
と”シードル”を検討中です。自家製のお
コメとふじを使った新商品。随時ご連絡し
ますね。(とか)

今年の夏は本当に暑かったですね。お陰
で病気もせず、虫もでず順調に育ちまし
た。先日の大雨や台風にはどきりとさせ
られましたが、９０歳、８８歳の祖父母
の葉摘みのお陰で真っ赤に色づきまし
た。数に限りがあるため、ご贈答用のご
注文はお早めにお願いいたします。１２
月４日からは昭和記念公園で渡部農園の
焼きリンゴが食べられますよ。ぜひ食べ
に行ってくだいね。

渡部農園、今後のスケジュール。

１１月５日～　ふじ、王林収穫開始
以後　　　　　出荷
１２月１日～　お正月もち出荷開始
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- 渡部農園通信 -

農園レシピ

「材料」
・牛蒡　　　１／２本　　・醤油　　大さじ２
・薩摩芋　　中１本　　　・みりん　大さじ２
・片栗粉　適量　　　　　・砂糖　　大さじ１
・油　　　　大さじ５　　・酒　　　小さじ１

・牛蒡と薩摩芋の
　　　甘辛揚げ焼き

シンプルなので一味唐辛子／生姜／ケチャップ／
などなどアレンジは多数ありますね。　(づま)

No.７

「お正月もち」

閑話休題
うちには９０歳と８８歳の祖父母がいます。彼らはと
ても働き者で、暇さえあれば畑にいって仕事をしてき
ます。前述のふじの葉摘みも最後まで作業していまし
たし、ほおずきの収穫もほとんどすべてこなしてしま
います。ほおずきの皮を剥き、選別する作業も中心に
なって作業してくれています。私たちの宝です。

今年も恒例の”お正月もち”をやりま
す。いつもはお正月に間に合うようにお
届けしたいましたが、今年からは１２月
１日からお届けできるようにします。ご
注文方法などは別紙をご覧いただくとし
て、だいたいをお伝えします。
［概要］
大きさ　１枚　１０ｃｍ×６ｃｍ程度
値段　　１枚１００円（税込）
種類　　白、豆、草
送料　　１箱５０枚まで５５０円

また型にもちを流し込み固めた、”１斤
もち”もできますので、ご相談下さい。
ご相談窓口；090-5230-5804渡部貴人
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られましたが、９０歳、８８歳の祖父母
の葉摘みのお陰で真っ赤に色づきまし
た。数に限りがあるため、ご贈答用のご
注文はお早めにお願いいたします。１２
月４日からは昭和記念公園で渡部農園の
焼きリンゴが食べられますよ。ぜひ食べ
に行ってくだいね。

渡部農園、今後のスケジュール。

１１月５日～　ふじ、王林収穫開始
以後　　　　　出荷
１２月１日～　お正月もち出荷開始
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- 渡部農園通信 -

農園レシピ

「材料」
・牛蒡　　　１／２本　　・醤油　　大さじ２
・薩摩芋　　中１本　　　・みりん　大さじ２
・片栗粉　適量　　　　　・砂糖　　大さじ１
・油　　　　大さじ５　　・酒　　　小さじ１

・牛蒡と薩摩芋の
　　　甘辛揚げ焼き

シンプルなので一味唐辛子／生姜／ケチャップ／
などなどアレンジは多数ありますね。　(づま)

No.７

「お正月もち」

閑話休題
うちには９０歳と８８歳の祖父母がいます。彼らはと
ても働き者で、暇さえあれば畑にいって仕事をしてき
ます。前述のふじの葉摘みも最後まで作業していまし
たし、ほおずきの収穫もほとんどすべてこなしてしま
います。ほおずきの皮を剥き、選別する作業も中心に
なって作業してくれています。私たちの宝です。

今年も恒例の”お正月もち”をやりま
す。いつもはお正月に間に合うようにお
届けしたいましたが、今年からは１２月
１日からお届けできるようにします。ご
注文方法などは別紙をご覧いただくとし
て、だいたいをお伝えします。
［概要］
大きさ　１枚　１０ｃｍ×６ｃｍ程度
値段　　１枚１００円（税込）
種類　　白、豆、草
送料　　１箱５０枚まで５５０円

また型にもちを流し込み固めた、”１斤
もち”もできますので、ご相談下さい。
ご相談窓口；090-5230-5804渡部貴人





「作り方」
①牛蒡を厚めのささがきにしてアク抜きをする。
②薩摩芋も牛蒡と同程度の大きさ・厚さにカット
　する。
③醤油、みりん、砂糖、酒を混ぜておく。
④フライパンは油をひき、１８０℃程度に。
④牛蒡・薩摩芋の水をしっかり切って片栗粉を
　まぶし、手早くフライパンに移して揚げ焼きに
　する。　（低温、油が少ないとくっつく）
⑤色よく焼きあがったら、調味料を絡めてごま
　をふって、できあがり！

「おいしいふじ」

「農園スケジュール」

   うまがんべぇ第7号です。激暑が過ぎた
と思ったらあっという間に秋。収穫の秋の
集大成です。さといも、長いも、大根、白
菜、そしてりんごの王様”ふじ”。どれも
春から太陽の恵みを受けて、栄養満点で
す。りんごは『１日１個で医者知らず』と
いわれるくらい、体にいいですよ。私も毎
日食べています。冬になったら、まるかじ
りりんごを風呂でがぶり！早くも冬が楽し
みですが、冬と言えば、お餅でしょう。囲
炉裏はないでしょうが、トースターでこん
がり焼いたお餅は最高の休日のお昼ご飯で
す。今年は１２月１日から出荷をスタート
させます。ぜひ一度渡部農園のお餅を食べ
てください。忘れられない味になります
よ。 余談ですが、今農園では”おかゆ”
と”シードル”を検討中です。自家製のお
コメとふじを使った新商品。随時ご連絡し
ますね。(とか)

今年の夏は本当に暑かったですね。お陰
で病気もせず、虫もでず順調に育ちまし
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閑話休題
うちには９０歳と８８歳の祖父母がいます。彼らはと
ても働き者で、暇さえあれば畑にいって仕事をしてき
ます。前述のふじの葉摘みも最後まで作業していまし
たし、ほおずきの収穫もほとんどすべてこなしてしま
います。ほおずきの皮を剥き、選別する作業も中心に
なって作業してくれています。私たちの宝です。

今年も恒例の”お正月もち”をやりま
す。いつもはお正月に間に合うようにお
届けしたいましたが、今年からは１２月
１日からお届けできるようにします。ご
注文方法などは別紙をご覧いただくとし
て、だいたいをお伝えします。
［概要］
大きさ　１枚　１０ｃｍ×６ｃｍ程度
値段　　１枚１００円（税込）
種類　　白、豆、草
送料　　１箱５０枚まで５５０円

また型にもちを流し込み固めた、”１斤
もち”もできますので、ご相談下さい。
ご相談窓口；090-5230-5804渡部貴人
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