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表紙のご紹介

あぐりプラザ
トクトク情報
— 12月の特売 —

「アンパンマンこどもくらぶ
手づくり教室」

ＪＡ共済課と若妻部は11月12日、ＪＡ会館大会議室で
「アンパンマンこどもくらぶ手づくり教室」を開催しまし
た。講師を務めたのは県内の若手アーティストで大潟村出
身の風景画家・相馬大作さんと、出羽（いでは）和紙職人・
高橋朋子さんです。
子育て中の母親20人以上が楽しく語り合いながら、和紙
のランプシェードと、消えないクレヨンで絵を描くオリジ
ナルエコバッグ作りに挑戦しました。

いずれもお母さんの愛を感じる
力作ぞろいです

情報
今月のいちおし

12月28日㈰・29日㈪・30日㈫
空くじなしのお楽しみ抽選会も
同時開催いたします！
お知らせ
★ただいまクリスマスケーキ・おせち料理等の
予約受付中です！ぜひご利用ください。
★今年もポイントカード会員様には、お得な割
引チケット付きカレンダーが抽選で当たりま
す。お楽しみに！
★大好評につき！ 12月も「シールを集めて、ポ
イントどっさりプレゼント！」を実施してお
ります。お買い上げ1000円毎にシールを一枚
進呈しますので、たくさん集めてどっさりポ
イントと交換してください！
お問い合わせは生活課（45−2214）まで。

ＪＡバンクあきた

ウインターキャンペーンのお知らせ

ＪＡバンクあきたではただいま「ウインターキャンペーン2014」を実
施中です。期間中、新規で10万円以上の定期貯金（自動継続）をお預け
入れいただいた個人のお客様には金利年0.3％（税引後0.239％）を設定
させていただくほか、数量限定で「ちょリス キーホルダー」か「ちょリ
ス ボールペン」をプレゼント！ぜひこの機会にご利用下さい‼

期

間

平成26年11月４日（火）～１月30日（金）まで

対

象

個人の方

対象商品

期間中に新規でお預けいただいた
１年もの「スーパー定期」及び「大口定期」

※0.3％の金利は初回満期日まで適用されます。なお、税引後金利は、20.315％
（復興特別所得税0.315％を含む）分離課税後の金利を表示しています。
※ご継続の際はその時点での店頭金利が適用されます。
※やむをえず中途解約される場合は、ＪＡ所定の中途解約利率が適用されます。

ご来店いただいた方に先着順で
「未の貯金箱」プレゼント！

お申し込み・お問い合わせは金融課（45−3018・2211）まで。

J Ａだより
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第365号

より」
だ
女 性 部「活動
☆これからの行事予定

○12月16日（火）
女性部研修
講演会：佐藤恵子氏 ９時30分～受付
サンルーラル大潟 ２ポイント

○12月22日（月）
児玉美幸先生のはつらつ健康講座
13時30分

健康館 ２ポイント

○平成27年１月７日（水）
自分だけの名刺を作ってみませんか？
パソコンで名刺つくり
９時～ 12時

中学校

パソコン教室
２ポイント

募集人数：15～20名程度
申し込み：ＪＡ生活課 木村環さん
TEL 45−2214
締め切り：12月20日（土）まで
講
師：菊地幸彦さん
◎50周年記念植樹（10月26日）
大潟村創立50周年記念事業の一つ、桜の植樹
が晴天の中行われました。婦人会では大潟富士
の所から八郎潟方面に向かって右側に５人で30
本植えました。
見ごろになる
のは遠い話か
もしれません
が、 大 潟 富 士
の所を通る際
は見守ってく
ださい。
（栢森慶子記）
◎村づくり懇談会（10月29日）
事前に婦人会から村へ提出した要望と、村か
らの答えは次のとおりです。
要望 安心して老後を暮らせるように、ひだま
り苑・ケアハウスに診療所を併設し、信
頼できるお医者さんに常駐してほしい。
回答 診療所は村民の利便性を考え村中心部に
設置しているので、ひだまり苑への併設
については考えておりません。
要望 ルーラル玄関前に灰皿を置かないでほし
い。
➡
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➡

玄関前の灰皿は撤去し、ロビー内に喫煙
所を設置して対応しています。交流レガッ
タの際は混雑したため、一時的に玄関前
に灰皿を置いて対応しました。
要望 土曜日の一日保育や、稲刈り時期の季節
保育など、要望が少ないからやらないと
いう姿勢ではなく、１人でも困っている
人がいたら力になろうという姿勢で取り
組んでいただきたい。
回答 村民の皆さまの力になるよう取り組んで
まいりましたし、これからもそうした姿
勢で取り組んで参ります。ただ、村民一
人ひとりの要望全てに直ぐお応えできな
い現状もあることをご理解ください。
当日参加した私からの質問に答えられた内容
は「平成30年に認定子供園を設置したい。平成
30年までは０歳～２歳を保育園、３歳～５歳を
幼稚園に。子供子育て事業計画案について11月
にパブリックコメントを置く。小学生は学童保
育の方向に進みたい。」でした。 （三村敏子記）
回答

◎女性部・若妻部合同役員研修（11月18日）
夕映えの館
（八峰町）で
そば打ち体験
と喜久水酒造
酒蔵見学（能
代市）に若妻
部の皆さんと
研修してきま
した。そば打
ち体験施設を立ち上げるにあたり高齢化地域住
民の将来を見据えた事業に取り組んだ苦労話を
聞きながら、地元で収穫されたそばを施設で製
粉したそば粉で、そば打ちをご指導いただき体
験！それはそれは美味しく、そば湯もいただき
地域の方々のおもてなしにも感銘し大満足の研
修でした。酒蔵見学では、儲けより地域のお客
様優先で伝統を守り継ぎ90％秋田に出荷してい
るそうです。研修に参加して、女性部としてこ
れからも若妻の方々と共に、厳しい現状ですが、
農村婦人として出来ることから行動を起こさな
ければと前向きになれました。 （堤真由美記）

昭和の時代に人気を集めた五城目のトメさんの
笑いは健在でした

金融課の
高橋係長でした

突如現れた謎の美女。壇蜜さんかと思ったら…
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日頃のご利用に感謝

金融課は 月６日、ホテルサンルーラル大
潟を会場に「年金受給者の方との懇談会」を
行い、役職員を含む２９０人が参加しました。
この懇談会は、年金の受け取りにＪＡ大潟村
の貯金口座をご指定いただいている方への感
謝をこめて毎年行っているもので、農協の業
務について知っていただく機会にもなってい
ます。
組合長のあいさつ、役職員紹介、業務報告
に続いて、「五城目のトメさん」のギター漫
談ショーが行われ、会場は終始笑いに包まれ
ました。
また、昼食を楽しみながらのカラオケ大会
も盛り上がり、大盛況のうちに閉会となりま
した。
来年も皆様のご参加をお待ちしておりま
す！

漫談ショーの司会は
タレントの宇奈月満さん
乾杯の挨拶は耕心会会長
小玉喜美雄さん

PhotoNews

フ

年金受給者の方との懇談会

ォトニュース

皆様にお楽しみいただけたようです

老人クラブ会長菅原繁さんの音頭による万歳三唱で
締めくくりました

自慢の歌声を披露していただきました。中には即興で歌う方も

ォトニュース
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米の需給安定を

11

先人に学び農業の未来をひらく

23

非常事態への備えを万全に

10

施錠の徹底をお願いします

パトロールは年末まで随時行われます

要請書を大潟村に提出

12

第１３７回秋田県種苗交換会

米価の下落による稲作農家の大幅
な減収が見込まれることを受け、Ｊ
Ａグループ秋田では、米の需給安定
に関する請願・要請に関する一斉運
動を各地で展開しています。このう
ちＪＡ大潟村では 月 日、細川忠
通専務が大潟村の髙橋浩人村長へ要
請書を手渡しました。
要請事項は以下の３点です。

11

10

①平成 年産米にかかる緊急対策
②米の需給と価格の安定対策
③米価変動に対応した経営安定対策

26

髙橋村長に要請書を手渡す細川専務

過去 年間で最大水準の需給緩和
状況が懸念される中、将来にわたっ
て安定的な稲作経営を展望できるよ
う、政府に対する強力な働きかけを
要請しました。

J Ａだより
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秋田県種苗交換会が 月 日から
月５日までの日程で行われました。
今 回 の 交 換 会 は、「 切 り 拓 く 農
の未来 なまはげの地で」をキャッ
チフレーズに、男鹿市で開催。農家
が丹精して育てた農産物の展示など
が行われた主会場・男鹿市総合体育
館をはじめとする各種協賛行事会場
には、年に一度の農の祭典を楽しも
うと、県内外から 万５千人（主催
者発表）が訪れました。
今年も大潟村からはたくさんの農
産物の出品があり、キャベツでは松
井奈津子さん（東３の３）が二等賞
を、鎌田信子さん（東２の５）が三
等賞を受賞しました。他にも松橋勝
悦さん（東２の３）は水稲（あきた
こまち）で三等賞を、伊藤由紀夫さ
ん（西１の２）がトルコギキョウで
三等賞を受賞しました。
最終日に行われた褒賞授与式で
は、水稲（あきたこまち）が３年連
続一等賞を受賞したとして、藤盛巌
さん（東３の２）が顕彰状を授与さ
れました。
藤盛さん、おめでとうございます！
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窓口防犯訓練を実施

村内の安全のため活動する「大潟
村安全安心ネットワーク委員会」は
月 日、役場や農協、警察署など
各機関の立ち会いの下、ふれあい広
場において米盗難防止パトロールの
出発式を行いました。
不作により米の価格が上がった平
成 年から始まり、今年で 年目を
迎えたこのパトロール、出発にあた
り同委員会の菅生金作会長は「農家
の皆さんに、保管場所の施錠や在庫
管理の徹底などの自己防衛を呼びか
けていきたい」と述べました。
出発式後、パトロール隊は村内の
米販売会社等を巡回し、注意を呼び
かけました。
★不審者などの情報は五城目警察署
（☎０１８︱８５２︱４１００）へ

犯人役の迫真の演技に圧倒されながらも冷静
に対処しました

ＪＡでは 月 日の貯金窓口業務
終了後、防犯設備の操作訓練及び職
員の防犯意識の高揚を図り、被害の
未然防止に努めることを目的として
防犯訓練を行いました。
強盗模擬訓練では警察署員２人が
凶器を持った強盗に扮して事務所へ
侵入。職員はその迫力に驚きつつも、
防犯マニュアルに従って冷静な対応
に努めました。
次に行われた振り込め詐欺未然防
止訓練では、客に扮した署員が慌て
た様子で高額の振り込みをしに来
店。応対した職員は親身に、そして
粘り強く話を聞き、落ち着かせて被
害を未然に防ぐ訓練をしました。
ＪＡではお客様ならびに職員の安
全を最優先とし、職員一丸となって
防犯意識の向上に努めてまいります。
◀振り込め詐欺などの
特殊詐欺は県内でも
増えています。十分
にご注意ください

10

米盗難防止パトロール出発式
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特集

エーコープこめ油 を使った
簡単レシピ

PARTⅡ
築野食品工業㈱

前月号に引き続き、今月も
「エーコープこめ油」を使っ
たおいしくて簡単なレシピを
ご紹介します。

ネギの炊き込みご飯

材

料（ 5～ 6人分）

◦ネギ ……………………………… ３本
◦米 ………………………………… ３合
◦しょうゆ …………………… 大さじ３
◦酒 …………………………… 大さじ１
◦かつおだし ………………… 大さじ２
◦エーコープこめ油 ………… 大さじ１
◦ごま（白）………………………… 適量

作り方

❶米を研いで、目盛より２～３㎜少なく水を入れる
❷ネギは４～５㎝に切る
❸ネギ、しょうゆ、酒、かつおだし、こめ油を入れ
て混ぜて炊く
❹炊き上がったらよく混ぜて茶碗に盛り、白ごまを
ふる

とうもろこしご飯

材

料（ 5～ 6人分）

◦とうもろこし … １缶
◦塩 …………… 小さじ１
（130g） ◦かつおだし … 大さじ２
◦人参（すりおろし）
◦エーコープこめ油
…… 中１/２本
…… 大さじ１
◦米 ………………… ３合
◦しょうゆ …… 大さじ１

◦パセリ（みじん切り）
…… 適量

作り方

❶米を研いで、炊飯器の目盛通りに水を入れて、
30分程度水に漬ける
❷とうもろこしはザルに取り、水気を切る
❸人参はすりおろす
❹とうもろこし、人参、しょうゆ、塩、かつおだし、
こめ油を入れて混ぜて炊く
❺炊き上がったらよく混ぜて茶碗に盛り、パセリの
みじん切りをかける
J Ａだより
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揚げだし豆腐
作り方

❶豆腐はキッチンペーパーに包み重石をして10分
程度水気を切る
❷にんじんは皮をむき、細切りにする
❸えのきは根元を切って、半分に切る
❹しめじは石づきを切ってほぐす
❺豆腐は、１丁を４～６個に切り、軽く片栗粉（分量外）
を付けて、180℃程度のこめ油で揚げる（薄く色がつ
くまで）
材

料（ 4 人分）

◦木綿豆腐 ………… ２丁
◦にんじん ………１/２本
◦えのき …………１/２袋
◦しめじ ………… 小１袋
◦水 ……………… 450g
◦かつおだし … 小さじ２
◦みりん ……… 大さじ２

❻鍋に水、かつおだし、みりん、しょうゆ、酒、塩

◦しょうゆ …… 大さじ１
◦酒 …………… 大さじ３
◦塩 …………… 小さじ１
◦水溶き片栗粉
片栗粉：大さじ１
水 ：大さじ２
◦エーコープこめ油 … 適量

春巻きの簡単アップルパイ

材

❼火が通ったら、水溶き片栗粉を入れ、ひと煮立ち
したら火を止める
❽器に揚げた豆腐を盛り、あんをかける

ミニアメリカンドッグ

材
１個
８枚
４個
適量
適量
適量
適量

作り方

❶りんごは皮と芯を除き、くし切り（16個）にする
❷春 巻 き の 皮 に り ん ご ２ 切 れ と ク リ ー ム チ ー ズ
１/２個をのせて巻く
＊巻き終わりは水でぬらしてしっかり閉じること
❸180℃くらいで、両面がキツネ色になるまで揚げ
る
❹好みで粉砂糖、シナモンパウダー、はちみつ、メー
プルシロップなどをかける
J Ａだより

を入れる

料（ 8 本分）

◦りんご（中くらいの大きさ）………………
◦春巻きの皮 …………………………………
◦クリームチーズ（個包装）…………………
◦エーコープこめ油（揚げ油）………………
◦粉砂糖 ………………………………………
◦シナモンパウダー …………………………
◦はちみつ（またはメープルシロップ）……

7

を入れて、煮立ったらにんじん、えのき、しめじ

料

◦エーコープむしパンミックス …………… 200ｇ
◦水 …………………………………………… 150ｇ
◦粗挽ウィンナー ………………………… ３～４本
◦魚肉ソーセージ ……………………………… １本
◦ちくわ …………………………………… ２～３本
◦エーコープこめ油（揚げ油）………………… 適量
◦トマトケチャップ、ソース、マヨネーズ … 適量

作り方

❶粗挽ウィンナーは、１本を３～４個に切る
❷魚肉ソーセージは１㎝程度の輪切りにする
❸ちくわは１㎝程度の輪切りにする
❹ホットケーキミックスに水を入れて混ぜる
❺爪楊枝にウィンナー、またはソーセージ、ちくわ
をさして、④の衣を全面に付ける
❻170℃位のこめ油に入れて、４～５分揚げる
❼好みでトマトケチャップ、ソース、マヨネーズをつける

あぐりプラザおおがた「500ポイント引換券」
ポイント交換はお済みですか？

「大潟村創立50周年記念 ＪＡ大潟村から貯っといいプレゼ
ント 500ポイント引換券」をお持ちの方で、まだポイント
に交換していない方はいらっしゃいませんか？
このポイント引換券は、ＪＡバンクあきた「サマーキャン
ペーン2014」（６月９日～８月29日）で、50万円以上の定期
貯金をお預入れされた方にお配りしたものです。
引換券の有効期限は今年の12月30日（火）ですので、お早
目のポイント交換をお願いいたします。

＊ポイント交換場所＊

あぐりプラザおおがた
※お買いもの一回につき一枚のポイント交換とさせていただきます
※平成26年12月30日（火）まで有効
※再発行はできません
※２倍デー・３倍デーでは使用できません

あぐりプラザおおがたポイントカードをお持ちでない方は、
この機会にカード会員になりませんか？
108円（税込）のお買い上げごとに１ポイントが付く、あぐりプラザの
ポイントカード。400ポイントたまるとポイント券１枚と交換いたします。
このポイント券の枚数に応じ素敵な商品と交換いただけます。また、ポイ
ント券は３枚で1,000円分の買い物券としてもご利用いただけます。
お申し込みはあぐりプラザおおがたへ！

資材課よりお知らせ

給油所よりお知らせ

◎資材の予約注文を受け付け中です
「平成27年用 肥料・農薬・生産資材
注文書」が組合員の皆様のお手元に届
いていることと存じます。依然として、
農業を取り巻く情勢が厳しい中、少し
でも安く肥料等をお買い求めいただく
ために、来年の栽培計画をご検討のう
え、受付期間内（下記）のご提出をお
願いいたします。
◎予約注文受付期間
平成26年12月29日（月）まで
◎肥料の早期引取りについて
１月末日まで引き取っていただいた
対象肥料につきましては奨励金をお支
払いいたしますので、早期引取りにご
協力くださいますようお願いいたしま
す。詳しくは「注文書」をご覧ください。

◎冬期間の営業時間変更について
①期間 平成26年12月１日
（月）～
平成27年２月28日（土）
②時間 月曜日～金曜日
（平日）
午前７時30分～午後７時00分
土曜日、日曜日、祝祭日
午前７時30分～午後６時30分
◎通行止めについて
①期間 平成26年12月上旬～
平成27年３月上旬
②場所 幹線道路西側（信号機側）
◎免税軽油申請仮受付のご案内
① 平成27年度農業用免税軽油の申請
を、例年通り平成27年１月中旬に仮
受付いたします。受付・交付時期な
ど詳細については、後日文書等でお
知らせいたします。

お問い合わせは資材課（TEL45－2934）まで。

お問い合わせは給油所（TEL45−2511）まで。

生活課より
お知らせ
◎冬期間の営業時間変更につ
いて
①期間
平成26年12月１日（月）～
平成27年３月31日（火）
②時間
月曜日～金曜日（平日）
午前８時30分～
午後７時00分
（変更なし）
土曜日、日曜日、祝祭日
午前８時30分～
午後６時30分
お問い合わせはあぐりプラ
ザおおがた（TEL45−2214）
まで。
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情報提供窓口のご案内

理事会報告

組 合員のみなさまへ

11月26日開催

＊情報提供窓口設置のご案内＊
大潟村農業協同組合の監事は、経営の健全な発展に資す
るため、農協法（法第35条の５）および農協法施行規則（第
81条）に基づき、また、第24回ＪＡ全国大会決議を実践す
るため、理事の職務の適正な遂行を阻害する行為に関する
情報（組合経営に関する事象に限る）の提供を求めています。
当組合の理事の組合経営に関する気になる行為について、
見たり聞いたりした事柄があれば、電話または封書にて下
記宛に連絡くださいますようお願いいたします。
大潟村農業協同組合

監事会

  ◆情報提供窓口
住
所：秋田県南秋田郡大潟村字中央１－５
電
話：0185−45−2211（代表）
担当部署：監査課内 監事会事務局
担当監事：常勤監事 菅原誠一 宛
★お電話の場合は、月曜日から金曜日の午前８時半から午後５
時までにお願いいたします。

※当組合の業務に関する一般的な苦情については、一般
苦情相談窓口をご利用ください。
※ご好意による情報提供であっても、誹謗、中傷に類似
する内容のものは、受付いたしかねますので、予めご
了承ください。
  ◆一般苦情相談窓口
住
所：秋田県南秋田郡大潟村字中央１－５
電
話：0185−45−2211（代表）
担当部署：総務課

青年部

活動報告と予定

報告事項
・業務報告（10月末事業実績等）
・コンプライアンス委員会報告
・26年度第２四半期「連続職場離脱」に関する定期報告
・26年度第２四半期「相談・苦情等対応」に関する定期報告
・26年度第２四半期「自主検査報告書」に関する定期報告
・26年度第２四半期「全般統制・不祥事未然防止行動
計画」に関する定期報告
・内部監査報告について
・ＪＡ大潟村設立45周年特別企画「カンボジア アン
コールワット」への役職員の参加について
・上半期監事監査報告について
議 案
第58号

農地利用集積円滑化事業規程の一部変更に
ついて
第59号 農協法第54条の3の規程に基づく平成26年
度上半期の業務および財産の状況に関する
報告について
第60号 平成26年度水稲初中期一発処理除草剤特別
価格対策の支出について
第61号 平成26年度無人ヘリ・ホバークラフト除草
剤散布特別価格対策の支出について
第62号 年末手当の支給について
第63号 介護・福祉事業について
第64号 理事と組合との契約について
第65号 貸付金について
協議事項
・農協改革に関する請願・要請について

−五城目警察署からのおしらせ−

年末の交通安全運動

随時部員を募集していますので、興味のある方
はぜひＪＡ大潟村営農支援課（TEL：45− 3033）
までご連絡ください！

期間▶12月11日（木）～ 12月20日（土）

●活動報告
10月30日～11月５日 種苗交換会合同出店
11月18日 坪刈り収量調査
11月22日～25日
中札内村青年部物販交流研修in中札内村
11月30日
中札内村青年部物販交流研修in道の駅おおがた

点

忘年会

ＪＡ大潟村の概況 26年11月末現在
貯 金…248億8,251万円
貸出金…116億3,526万円
出資金…009億 140万円
9
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これから年末にかけて、積雪や路面凍結など道路環
境の悪化や忘年会シーズンに伴う飲酒運転による交通
事故の発生が懸念されます。
交通事故の防止を図るため、冬道の安全運転のため
の広報啓発活動や、飲酒運転根絶のための取締り活動
などを推進します。
重

●活動予定
12月16日

～無事故で今年を締めくくり～

正組合員数……1,135名
准組合員数……0,036名

◆飲酒運転の根絶
◆子供と高齢者の交通事故防止
◆冬道の安全運転の推進
◆全ての座席のシートベルトとチャイルド
シートの正しい着用の徹底
◆踏切事故の防止

一人ひとりが十分に注意し、
事故のない明るい新年を迎えましょう。
五城目警察署

TEL 018－852－4100

No.199

初めての お誕生日おめでとう !!

古戸

い おり

あや の

すず の

伊織ちゃん・彩乃ちゃん・鈴乃ちゃん

ハイハイとつかまり立ちで動き回る３人。外遊び大好き伊織。お話が得意な彩乃。
もうすぐ歩く?!鈴乃。まだまだミルク派な３人だけど、沢山食べて大きくなってね。

このコーナーに掲載希望の方はご連絡お待ちしております。TEL 45−2211 広報担当

鴨

肉

●冬が旬。軟らかく仕上げるには火加減がポイント
鴨（カモ）肉は身が柔らかく、滋養に富み、寒い時期
の料理に向く食材です。本来冬場の狩猟シーズンが旬。
現在は、野生のカモ（マガモ）はほとんど手に入らなく
なり、肉屋さんで売られているのは各地で飼育されてい
るアイガモです。
鴨肉はソテーやローストなどの焼き物の他、治部煮な
どの煮物や鍋物などに使われます。また、冷めても口当
たりが良く、風味が落ちることがありません。香ばしく
焼いた後、たれに漬ける「焼き漬け」は、冷蔵庫で３～
４日保存できるので、作り置きに便利です。年末やお正
月のおもてなし料理に、重宝します。
料理するときは、脂身が厚く火が通りにくいので、皮
の表面に切れ目を入れたり、竹串などで刺して、表面に
穴を開けましょう。こうすることで火通りが良くなる他、
加熱したときに余分な脂が抜け、たれや調味料が染み込
みやすくなります。また皮が縮むのを防ぎ、きれいに仕
上がります。
焼くときは、表面を焼き固めてうま味を閉じ込めます。
皮目から焼き、表面にきれいな焼き色が付いたら、裏に
返します。火が通り過ぎると、硬く締まり、パサつくの
で気を付けましょう。切り口がピンク色になるくらいが、
ちょうど良い焼き加減。しっとり、軟らかい食感に仕上
がります。

JAだより おおがた

Recipe

食
食の
の

は
し
はな し

鴨の焼き漬け

■材料（２人分）
鴨肉（かたまり）200g・
Ａ（みりん大さじ３・酒大さじ２・しょうゆ大さじ１）
＜付け合わせ＞
リンゴ1/2個・
Ｂ（砂糖大さじ1と1/2・白ワイン・水各カップ1/4）
■作り方（１人分410kcal）
⑴
⑵
⑶

鍋にＡを合わせ、約１分煮て冷まし、ポリ袋に入れます。
鴨肉は皮に約５㎜間隔の縦長の切り込みを入れます。
グリルに肉を皮を上にして入れます。中火で両面を約５分ず
つ焼きます。
⑷ 肉の粗熱を取り、⑴に入れ
ます。空気を抜いて口を閉じ、
30分以上置きます（冷蔵庫
で３～４日保存できます）。
⑸ リンゴは皮と芯を取り、２
～３㎜厚さのいちょう切りに
します。Ｂで４～５分煮ます。
⑹ 肉を薄切りにして盛り付
撮影：大井一範
け、リンゴを添えます。

〒010－0443 秋田県南秋田郡大潟村字中央1－5 TEL 0185－45－2211㈹ FAX 0185－45－2273
インターネットアドレス http://www.ja-ogata.or.jp/ 組合長ブログ http://blog.ja-ogata.or.jp/
発行／大潟村農業協同組合 印刷：㈱八郎潟印刷
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