
　「ラワンブキ」とは、足寄町の螺
ら

湾
わん

地区に生息する山菜
で、常識を打ち砕くような大きさの珍しいフキです。
　大きいものは高さ3m、茎の直径10㎝ほどにも
なります。かつては、高さ4mに及び、その下を
馬に乗って通ることができた
といいます。
　常識はずれの大き
さですが、肉質が柔
らかく、植物繊維が
通常のフキの約3倍
も豊富に含まれてお
り、とても美味です。
地元では、ラワンブ
キを使った水煮など
の特産品の製造もし
ています。

　長野県の南に位置する街、飯田は、元禄の頃より今日まで、絶え
ることなく「水引」のふるさととして伝統を受け継いできました。
　日本には、古来より”結ぶ”ことに特別な想いがあります。
　和紙を撚

よ

り、色染めして作られた良質な水引は、日本古来の伝

　「温海かぶ」とは、山形県鶴岡市（旧
温海町）の山間部、一

ひとかすみ

霞集落を中心に、
庄内地方の産物として、400年以上も伝
統的な焼畑農法によって栽培されてい
る在来作物です。8月のお盆の時期から

　「越前がれい」は、赤褐色の体と大きい口が特徴の「アカガレイ」の別称
で、産地である越前町では「かれい」といえば、「アカガレイ」と言われるほ
ど、人気のある魚です。
　底曳き網漁が解禁となる9月から漁が始まり、11～2月頃の「越前がれい」
は、お腹にたっぷりの卵を持っていてたいへん美味です。
　神経抜きをした「越前がれい」を
刺身にすると、肉厚で甘みのある
食感が際立ち、ヒラメ以上の味覚
ともいわれています。

焼畑・種まきを行い、10月下旬から雪が降る直前の12月初旬まで収穫され
ています。
　一般的な「白かぶ」と比較して、旨み成分であるグルタミン酸を2～4倍多く
含んでおり、旨みとほどよい辛味、パリシャキとした食感の良さが特徴です。
　主に漬物に加工されて食されています。

統的風習に用いられる、雅
みやび

やかにして美しさを象徴するものです。
　様々な祝儀や縁起の良い結納飾りなど、結びの心と手のぬくも
りにより、贈物には欠かせないものとなっています。

キャプションキャプシ
ョンキャプション

【お問合せ】NPO法人あしょろ観光協会
☎0156-25-6131
【URL】http://www.ashoro-kanko.jp/

ラワンブキを使った特産品
（キムチ・つけもの・塩漬）

日本一の巨大フキ

【お問合せ】鶴岡市温海庁舎産業課
☎0235-43-4616
【URL】http://www.city.tsuruoka.lg.jp/
static/atsumi/akakabu

鶴岡に継承される在来作物の「温海かぶ」

伝統的な焼畑農法で栽培

【お問合せ】福井県越前町 越前町漁業協同組合
☎0778-37-0001
【URL】http://www.echizen-fish.jp/karei.html

水揚げされた「越前がれい」

透き通る艶のある身と上品な甘味が絶品

【お問合せ】飯田水引協同組合 ☎0265-22-3363
【URL】http://www.iidamizuhiki.jp/

特別な想いを結びつなぐ水引

華やかに、優雅に、職人が想いを込めて作る

3m、茎の直径10㎝ほどにも
高さ4mに及び、その下を
ができた

ラワンブキを使った特産品
（キムチ けもの 塩漬）

電気のふるさと Vol.42 10

シプシプププシプシシシキャプキキャ
ン

プシプシププャプャプションションキャプキャプシシャプショションョョンキキャププシシ
ンキ プシ ンキ ププシ ンョョョョョョョョョョョョョョ キキャプャプププャャプャプャプャプャプャャャキャプャプンンキャプシンキャプシキキキキキキンンンキンキキキキョンキンョョンンキョンキョンョンョョョョョン ョョンンョョシシシショョョョショションンンンシ ンプシプシプププシシシシプシププププシプシプシ ンンンンンンン

常識はずれの大きさ
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　「下北春まな」は、下北山村で古くから自家野菜として栽培
されてきた葉野菜です。
　塩漬けした下北春まなでご飯を包み込んだ「めはり寿司」
は、昔から山仕事が多かった村人の貴重なお弁当でした。特
に奥山で何週間も泊り込みで山仕事をするときは「下北春ま
な漬」の樽と米を持って山に入り、山小屋で米を焚いて自分
で大きな「めはり寿司」を作って食べたと伝えられています。

　沖縄の「やまいも」は、大薯（ダイジョまたはダイショ）と呼ばれるヤムイモ
の一種です。沖縄では毎年寒くなるころ、道路沿いに「やまいもスーブ（勝負）」
の看板が現れます。
　やまいもスーブとは、一株か
らとれる山芋の重さを競うも
ので、最大のものは一株、約
300㎏にもなります。
　1947～8年ごろ、旧石川市（現
うるま市）から始まり、いまで
は本島各地に広まり、根付い
ています。

　冷凍柑橘「とのえアイスみかん」は、旬の時期に収穫したみ
かんを、“リキッドフリーザー”という細胞を壊さない冷凍方
法で瞬間凍結しています。　
　従来の冷凍みかんと違い、この商品は融けてもドリップが
出ず、果汁感もそのまんま！  半解凍で食べるのがお勧め！
　西予市明浜町の渡

とのえ

江地区の住民の方々がつくる「渡江から
一歩を踏み出す会」が、地域活性化のため、2014年度に総
務省の交付金を受
けて、市と開発しま
した。

　最近、移住促進のPR動画で注目を集める宮崎県小林市の特産品「チ
ョウザメ」は、宮崎県水産試験場小林分場において30年にわたり研究
開発が行われ、2004年に全国初の人工種苗生産に成功したことから、
地域の新たな資源として脚光を浴びています。
　臭みのない弾力のある新鮮な魚肉で作られる
「小林チョウザメ炙りちらし」、
「小林チョウザメにぎり
膳」を中心に、次 と々チ
ョウザメ料理が誕生し
ています。

掲載のご希望がございましたら、電気のふるさと編集室（☎03-6372-7305
E-mail : furusato@dengen.or.jp）までお知らせください。
掲載費用が発生することはありません。（編集の都合上、掲載できない場合
がございますことを予めご了解願います）

小林チョウザメ
炙りちらし

【お問合せ】うるま市農政課
 ☎098-965-5624
【URL】http://www.city.uruma.lg.jp/
sangyou/3117/4537
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半解凍で、シャリシャリとアイス感覚で食べるのがお勧め

【お問合せ】西予市観光協会 ☎0894-62-6437
【URL】http://www.seiyo1400.jp/c/blog/47576

【お問合せ】小林チョウザメ料理推進協議会
（小林商工会議所内） ☎0984-23-4121
【URL】http://kobayashi-chouzame.com/

【お問合せ】下北山村役場 ☎07468-6-0001
【URL】http://www.vill.shimokitayama.nara.jp/ 

小林チョウザメにぎり膳

肉厚で濃い旨みと
柔らかい口当たりが特徴

「下北春まな」を使っためはり寿司

して脚光を浴びています。
ある新鮮な魚肉で作られる
ちらし」、
り
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小林チョウザメにぎり膳

小林チョウザメ
炙りちらし
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　「しりうち味な合戦冬の陣『カキVSニラまつり』」とは、この時期旬を迎え
る知内町の2大特産品「カキ」と「ニラ」をテーマに開催される毎年人気の
イベントです。
　産地価格で販売するカキとニ
ラの他、それらを使用した創作料
理や「焼きガキコーナー」など楽
しい企画が盛りだくさんです。
　商品は数に限りがございますの
で品切れの際はご容赦願います。

　「若狭たかはま ひなまつり」は、高浜町の本町・中町商店街通りを中心に、旧丹後街道
沿い（約2㎞）の商店と一般家庭（約100軒）の玄関先に、各家庭自慢のひな人形を展示す
るイベントです。注目ポイントは、明治から平成までの4世代のひな人形を一度に見る
ことができるところ。週末には商店街で甘酒のふるまいやひなまつり行列などのイベ
ントが開催されます。
　かつての街道であった雰囲気のある街並みを散歩しながら、日本古来の風習である
ひなまつりの雰囲気を味わってください。

　現在、茨城県は国内の「ほしいも」の生産シェア9割をしめています。おい
しい「ほしいも」を、たくさんの人に知っていただこうと、「ほしいも品評会」
が開催されています。ひたちなか、東海、那珂地域から、選りすぐりの「ほし

　「 木生誕祭 木かるた大会」は、郷土の歌人石川
木の短歌に触れることができる『 木かるた』を使った
大会です。
　盛岡市を中心に、全国の小中学生から参加者を募り、
木の短歌百首の札を取り合います。
　小学生（1～ 3年）の部、小学生（4～ 6年）の部、中学
生の部、一般の部（高校生以上）の4部門に分かれ、3名
一組のチームによ
るトーナメント戦
で対戦していきま
す。参加料は無料、
参加者全員に参加
賞があります。

いも」を用意し、来場者による試食と投票が
行われます。
　詳しくは、「ひたちなか・東海・那珂ほしい
も協議会」のホームページをご覧ください。

【開催日】2月21（日） 
【会場】知内町スポーツセンター、知内町中央公
民館
【お問合せ】知内町産業振興課商工係
☎01392-5-6161
【URL】http://www.town.shiriuchi.hokkaido.jp/

知内町の“おいしいもの”でにぎわう

焼きたてのカキを味わう

【開催日】１月23日（土）〔投票〕、24日（日）〔結果発表〕
 10:00～17:00 ※試食はなくなり次第終了
【会場】ニューポートひたちなかファッションクルーズ 
【お問合せ】ひたちなか・東海・那珂ほしいも協議会
☎029-273-0111
【URL】http://www.hoshiimo.org/ 

【開催日】2月20日（土）～3月10日（木） 
【お問合せ】若狭たかはまひなまつり実行委員会
（高浜まちづくりネットワーク内）☎0770-72-2740
※イベントは各店、各家庭のご厚意で行われて
　います。一声かけてからご覧ください。

各家庭自慢のひな人形を拝見

選
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お気に入りの「ほしいも」を購入
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【開催日】2月20日（土） 
【会場】渋民文化会館  姫神ホール（盛岡市）
【お問合せ】石川 木記念館
☎019-683-2315
【URL】http://www.mfca.jp/takuboku/ 
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　「起舟祭」とは、本格的な漁の始まりを告げる、豊漁と安全を祈り、お
祝いをするお祭りのことです。
　「大漁起舟祭」に、石川の冬の味覚が集結します。ステージでは地元
芸能（太鼓・よさこい等）、歌謡ショー、甘エビが当たる福引大抽選会な
ど、見て、食べて、味わう、盛りだくさんな一日が楽しめます。

　玄海町は、昨年度の「ふるさと納税」で、特に首都圏の方から多くの寄付を
いただき、全国でランキング2位になるなど、注目を集めています。

　新鮮な海の幸がたっぷり入った大漁
鍋や、地元海産物の炉端焼き、新鮮な
魚介類の即売の他に、朝獲れ廻転寿しの
『西海丸』、今年度販売累計1万5千食を
突破した『西能登おもてなし丼』等をぜ
ひ召し上がってください。

　松江の冬のごちそうといえば、やはり「カニ」！「まつえ食
まつり」に合わせて、期間限定の「かに小屋」が特設されます。
　山陰沖で獲れる成長した雄のズワイガニのことを「松葉ガ
ニ」と呼びます。松葉ガニの漁場は島根県の隠岐諸島の近海
が中心です。漁場が近く、生きたまま港に持ち帰れることが
松葉ガニの旨さの秘密
です。
　日本海のうまみが凝
縮され、甘くて上品な松
葉ガニが手軽に！ 安く！ 
美味しく食べられます！

　松山市の伊
いよずひこのみことじんじゃ

豫豆比古命神社は、「椿神社」「お椿さん」
とも慕われ、縁起開運・商売繁昌の神様として、四国四
県はもとより、広く全国から崇敬を寄せられています。 
　「椿まつり」は「立春に近い上弦の月の初期」の旧暦
正月8日を例祭日として、その前後の3日間、初日の午
前0時に開始した後、最終日の24時迄72時間昼夜を
徹して斎行されます。

　玄海町では、ふるさと納税の
実績や注目度の高さを背景に、
町内産品のより長期的な価値向
上を目的としたブランド化に取り
組んでいます。その返礼品として
の実績がある「仮屋湾の養殖真
鯛」等、町の食材を多数使った
「玄海町メニューフェア」を東京
都内で開催します。

　全国各地から毎年
約50万人の参詣者で
境内は3日間賑わい
ます。

【開催日】2月14日（日）～16日（火）
【お問合せ】椿神社
（伊豫豆比古命神社）
【URL】http://www.tubaki.or.jp

掲載のご希望がございましたら、電気のふるさと編集室（☎03-6372-7305
E-mail : furusato@dengen.or.jp）までお知らせください。
掲載費用が発生することはありません。（編集の都合上、掲載できない場合
がございますことを予めご了解願います）

【日程】1月中旬～3月中旬
【開催店舗】クルーズ・クルーズSHINJUKU（東京都新宿区）、
天空の庭  星のなる木（東京都豊島区）
【お問合せ】仮屋漁業協同組合 ☎0955-52-2911

じまんの真鯛

玄
海
町
の
海
の
幸

【開催日】2月11日（木・祝）
【会場】石川県 羽咋郡志賀町
富来漁港
【お問合せ】志賀町祭大漁起舟祭
実行委員会 ☎0767-32-1111
【URL】http://satohama-tokei.jp

【開催日】1月16日（土）～2月29日（月）
【会場】松江港管理所1F（松江市朝日町）
【お問合せ】松江冬季観光誘客プロジェクト
☎090-4100-6942
※この電話は1月6日よりご利用できます。
【URL】www.plusvalue.co.jp/dandan/kani/

毎年多くの参拝者でにぎわう
お神輿が清 と々舁（か）き出される「お忍びの渡御
（おしのびのとぎょ）」

この時期だけの「かに小屋」 極上の「松葉ガニ」
地元海産物の炉端焼き

中華風「西能登おもてなし丼」中華風「西能登おもてなし丼」
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「ふるさと納税」を契機に産品のブランド化に取り組む
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