Ⓡ

26

春よ、かも～ん!!
●伊那食品工業㈱

●竹本油脂㈱

●アウラなんばパークス店

●日清オイリオグループ㈱

●寿精版印刷㈱

●ライスフレンド㈱

●ロート製薬㈱

●アサヒビール㈱

●㈱柿の葉すし本舗たなか

●六甲バター㈱

●山崎製パン㈱

●ヤマモリ㈱

●㈱クリオ

●㈱中島大祥堂

●東神電気㈱

●イズミヤ㈱

●スタジオ・ドレッセ

●㈱染野屋

●㈱北清商店

●大起水産㈱

●㈱ Mon cher

●㈱上野忠

●江崎グリコ㈱

●旭松食品㈱

●理研ビタミン㈱

●㈱光洋

●ニガキ㈱

● 公社 大阪府栄養士会

●サラヤ㈱

（順不同）

あけましておめでとうございます。
年が明けると、新春だとか迎春だとか、
春の声が聞こえてウキウキしますね。
でも、その春までには、厳しい寒さが
待っているのも現実。そんな季節に
はやっぱり「鍋」ですね。中でも今年
おススメなのが鴨鍋。ヘルシーで栄
養豊富で、しかも「風邪に良い」とい
われるネギと相性抜群。あったかい
鴨鍋を食べて、 元気に「かも～ん」と
春を呼びましょう。

（ 公社 大阪府栄養士会・大阪スローフード協会）

osaka

大阪スローフード協会
「活動報告書」
が完成しました！
2014年におこなった食育イベント活動をまとめました。
詳しくはホームページをご覧ください。http://www.o-sfa.jp/

「畑家族」で土の恵みを直に感じながら、
楽しくおいしいを体験！
会場：高槻 里山農園 かしふね

JR高槻駅から車で約30分のところにある「里山農園かしふね」は、山の深い緑に
囲まれた貸し農園。川のせせらぎが聞こえ、ゆったりとした時間が流れる素敵な
ロケーションです。そんな環境のもと「畑家族」を3回シリーズで実施しました。

5
／25（日）

かわいくって、おいしい
「いちご摘み」

野菜や果物の種まきや苗つけをし、収穫した
いちごをホットケーキにトッピング ！

枝豆の種をまき、ナスにピーマン、キュウリにとうもろこし、ミ
ニトマト、スイカ、メロンなど、野菜と果物の苗を植えました。

会場：高槻 里山農園 かしふね

いちごの摘み方を習って収穫をした
り、ペットボトルを使ったミニトマトの
水耕栽培にもチャレンジしました。土が
なくてもうまく育つかな？

収穫した有機野菜で作ったオープンサンドは格別！

あいにくの雨でしたが、小降りになるのを見計らって、東屋に雨
宿りしながらの野菜の収穫。 畑ランチは、洋風ちらしとスープ、
ピーマンのチーズ乗せ焼き。 野菜を満喫した一日でした。

7
／27（日）

5
／29（木）
おいしく学んで！
「まるごとマグロ」
会場：大起水産八尾店

8
／31（日）

フレンチの三國清三シェフによる「味覚の授業」。
実際に味わいながら五味について学び、マヨネーズも手作りし
て有機野菜にかけてサラダに。収穫した野菜は、特製エビカレ
ーのトッピングになりました。

今回のテーマは「まるごとマグロ」。み
んなの大好きなマグロについて、学ぶ・
体験する・味わうという、五感も手も頭
脳も胃袋も、からだ全部使った楽しいイ
ベントになりました。

8
／5（火）

●「こちゃんと」では皆さまからのご意見、ご希望、
さらにはアイデアをお待ちしています。

E-mail：
osaka-slowfood@pop02.odn.ne.jp

現在では鴨とい
えばネギです
が、江戸時代で
は、鴨といえば
セリだったそうです。鴨肉とセリを
酒と醤油で煮ただけのシンプルな鍋
が当時の定番。ただ、セリは季節も
のなので長ネギにとって代わられた
ようです。

ゴボウ

鴨とゴボウも試
してほしい組み
合わせ。ゴボウ
は風味が強いの
で煮汁もさらに美味しくなります。
セリなど香りある野菜と組み合わせ
るのがコツ。鴨鍋や柳川風鍋に。

ニンジン

フランス料理では、鴨
のローストにニンジ
ンが添えられたり、ニ
ンジンソースで鴨を
さっぱりと食べてい
ま す。 日 本 で は 治 部
煮にも使われています。ニンジンに
含まれるカロテンが鴨の脂に溶けて
吸収されやすくなります。

赤ワイン

鴨肉に相性のいいお酒
といえば赤ワイン。料
理にあわせて飲むのは
もちろん、赤ワインソー
スにしたり、赤ワイン煮
に使うなど、鴨肉を柔らかく美味し
くする調味料としてもバッチリです。
その他、鴨肉の消化を促進する働き
のある長芋、ネギと同じ硫酸アリル
を含む玉ネギ、オレンジやキウイな
どの爽やかなフルーツも鴨肉と好相
性です。

（上記鴨の写真提供：河内鴨・ツムラ本店）

オレンジと鴨の出会いが美味しい！

鴨のソテー

オレンジ & バルサミコソース添え
【材料】
●合鴨…1枚約500g
（脂身に鹿の子模様の切れ目を入れる）
●ゴボウ…2本
（水洗して斜めのうすぎり。水には晒さない）
●レンコン…200g
（皮ごと半分に切り５㎜の薄切り）
●パセリ…適宜
●砂糖…適宜
●オレンジ…3個
〈オレンジピール〉
1個分の皮をむき千切りにしてさっと茹で、砂糖
大さじ3と1個分のジュースを加えて煮詰める。
〈バルサミコソース〉
●バルサミコ酢…50㏄ ●みりん…50㏄
●濃い口醤油…50㏄

【作り方】
①オレンジは、1個の皮をむき千切りにしてさっ
と茹で、砂糖大さじ3と1個分のジュースを加え

て煮詰め、オレンジピールを作る。2個目は、
く
し型に切り皮もむく。残りの１個は果肉をジュ
ースにする。
②オレンジ以外の材料を下準備し、
レンコン、
ゴ
ボウを低い温度の油に入れてゆっくり素揚げ
し、
〈A〉
を半分の量に煮詰めておく。
③ 鴨を脂身の方からゆっくり焼き、出てくる脂を紙
で取る。そこへオレンジジュース１個分と
〈Ａ〉、
砂糖大さじ１を加え、煮詰める。

最後の一滴まで美味しい冬のお薦め鍋

鴨鍋

今川れい子先生の「こちゃんと 菜 々」
その ／鴨

外国の方がお箸で上手にお
料理を食べている光景、昔は
ちょっと驚きましたが、今では
当たり前のもの。それほど日
本の食文化として日本のお箸
が世界で浸透しているのですね。それにくらべて、
私たち日本人はどうでしょうか。フォークやナイフ
の使い方には詳しくなりましたが、お箸の方は…。
シンプルなお箸は、それ故にうまく使えばエレガ
ントに、不作法ではお食事自体が台無しに。つま
り、ナイフとフォークの使い方に作法があるよう
に、お箸にもやってはいけないことがあるのです。
例えば、どの料理を食べようかお皿の上で箸
を迷わせる
「迷い箸」、箸の先を口に入れてなめる
「ねぶり箸」、箸で食器を引き寄せる
「寄せ箸」、
食べ物に箸を突き刺す「刺し箸」、箸と箸で食べ物
を受け渡す「箸渡し」など、ドキッとすることありま
せんか。食べ方には人柄が表われます。お箸使
いをきちんとしてスマートな人になりたいもので
すね。また、日本の木のお箸は森を育てるため
の間伐材の再利用品。とてもエコなもので、しか
も森の木を大きくを育てることにもつながる昔か
らの知恵なんです。そんなこともちょっと想って
くださいね。

セリ

「鴨」は食材としては有名ですが、普段、あまり食べない
食材でもありますよね。そこで今回は、オーソドックス
な鍋物とひと工夫ある料理を教えていただきました。

「お箸のマナー」

鴨ネギだけではなく、
鴨と相
性のいい食材はまだまだあ
ります。美味しさのバリエ
ーションをいろいろと試して
みてはいかがでしょうか。

他にもまだまだ鴨と好相性の食材で味のバリエーションを

食育ミニセミナー⑲

!!

ゆかり

意外と知られてい
ませんが、かつての
大阪は鴨の一大産地
でした。その理由は
豊臣秀吉。近江の長浜にいた
時から鴨肉が好きだったそう
で、大阪城に移ってからも、そ
の味を楽しむために、鴨の飼育
を奨励したということです。そ
の中心地が河内エリアだったこ
とから河内鴨と呼ばれるように
なりました。江戸時代には天神
祭りのある土用の丑の日には大
阪人は
「鴨のすき焼き」
を食べ
るほど一般化していたとか。明
治時代になって鴨の飼育が産業
化したのです
が、昭和40年
ごろをピーク
にすたれてし
まったようで
す。

大阪は太閤さん縁の鴨の産地だった！

河内鴨は秀吉が鴨好き
だったから生まれた？！

ミンB 2を豊富に含んでおり女性
の強い味方といえそう。また、合
鴨の脂は血中コレステロールを
もともと鴨は野生種ですが、そ 低下させるといわれている不飽
れを3000年ほど昔に中国やヨー 和脂肪酸。しかも、
体内でDHA
ロッパで家畜化したのがアヒル。 に変わるα–リノレン酸もたっぷり。
鴨より大きく卵をよく産み、多くの どんどん摂りたい食材ですね。
品種があります。また、マガモは
冬だけですが、アヒルは通年飼
育できます。ただ、
日本人には脂
が多く肉が薄いため、なんとか
マガモに近い味を、とマガモとア
ヒルを掛け合わせて生まれたの
が「合鴨」
です。河内鴨は、日本
人好みに肉質を仕立てられた、
こ
の合鴨。今や日本の料理に欠 鴨とネギは
かせ内大切な食材の一つとなっ
最良のパートナー
ています。
鴨とネギの相性は全国的に知
られていますが、どういいのでし
ょうか。例えば、ネギの硫酸アリ
ルという成分は鴨肉特有の匂い
を抑える働きがあり、また合鴨に
特に豊富なビタミンB1の吸収を
河内鴨は高たんぱく
促進。ネギのビタミンCは合鴨の
低脂肪のヘルシー食材
鉄分の吸収を促します。さらに、
合鴨にはビタミンB1やB2などの 硫酸アリルの素であるアリインと
ビタミン類、カリウムや鉄分、道な いう成分には、鴨鍋などの出汁
どのミネラル類が豊富。鉄分は豚 に含まれるグルタミン酸や肉の旨
肉の2倍、レチノール
（ビタミンA 味成分のイノシン酸を強める働
効力）
も牛肉や豚肉の3 ～ 5倍あ きがあります。つまり、ネギは合
るといわれています。特に皮膚 鴨肉の栄養を吸収させ、美味し
や爪、髪などの再生にも関わり さを最大限引き立てる、という訳
「美容のビタミン」
といわれるビタ です。

河 内 鴨って、ご存 知です か。 美 味しい鴨 を 大 阪でも 食べたいという 豊 臣 秀 吉 が生産を
奨励したといわれる鴨です。 まさに大阪産 今回はこの河内鴨を中心にご紹介します。

ところで、河内鴨って、
どんな鴨？
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【材料】
●合鴨ロース肉…1枚
（薄切り約500g）
●白ネギ…2本
（斜めに切る）●シメジ…2パック
（石突をとる）
●白菜…1
／8（一口大に切る）●水菜…小1株（5㎝長に切る）
●豆腐…1丁
（4㎝角に切る）●うどん…2玉
〈割り出汁〉
●昆布と鰹の出汁…４カップ
●みりん、
濃い口醤油…1／2カップ ●砂糖…適宜
【作り方】
①それぞれの材料の下準備をする。
②割り出汁の調味料を煮立てる。
③盛り付けて、鍋物を楽しむ。

from こちゃんと
2015年がスタートしました。本年も、
「こちゃんと」を
よろしくお願いいたします。私たち大阪スローフード協
会は、今年も食育を通じてみなさまとの出会いを楽しみ
に、次の世代に日本の食文化と食べることの大切さをつ

ないでいきたい。そんな思いで、ただ今さまざまな活動
を計画中です。どうぞご期待ください。最後に、まだま
だ寒い日が続きますが、鴨鍋など食べて体調にお気をつ
けください。

