かんたん

野菜レシピ❶

～幕別町の地場産品の紹介～

幕別のおいしい野菜を
たくさん食べてね💛

野菜の栄養を取り入れ、
町民のみなさんに元気
になってほしいです！

～“幕別町図書館公式キャラクター“が野菜の魅力をご紹介します～

地産地消と食育をすすめる

幕別町

幕別町図書館公式キャラクター

野菜を毎日とり入れて、より健康なからだ作りを！
… 幕別町民の健康寿命を延ばすことをめざし、幕別町では「野菜摂取量アップ事業」を実施中！…

じつは、幕別町は 「肥満の割合が高く、
野菜不足の町民が多い」現状があるんです。

問い合わせ先：
【幕札】保健課健康推進係（☏0155-54-3811）
【忠類】保健福祉課保健係（☏01558-8-2910）

みなさんは、1日何皿の野菜料理を食べますか？
厚生労働省が推進する「健康日本21」では、生活習慣病
を予防するために、
「1日350ｇ以上、野菜料理にすると5皿分以上（1皿70ｇ）」
の野菜を食べることを目標としています。

肥満の改善には、
“野菜”がおすすめよ♪
イ～ンカおじさん
ゆりんちゃん

じんこちゃん

“野菜”は少ないエネルギー量で満腹感を得られ、食べ過ぎを防ぐことから、肥満の改善に有効です。
他にも多くの効能があり、私たちのからだを健康にしてくれます。

【野菜の効能】
●免疫力を高める
風邪などの病気
にかかりにくくしま
す。

●抗酸化力を高める
老化を遅らせて
動脈硬化を予防
します。

●生活習慣病予防 ●がんのリスクを低下
●便通をよくする
血糖の上昇を緩
●ストレスを和らげる
やかにしたり、血
●肌の状態をよくする
液をさらさらに改
●視力機能の維持など・・・
善します。

「生野菜で 350ｇ以上」 ＝「5 皿以上の野菜料理（例）」（1 皿あたり 70ｇ）
具だくさんの汁物
料理に
すると…

炒めもの又はレンジ加熱

・長ねぎ５cm

・もやし 1/4 袋

・キャベツ 1 枚

・ピーマン 1 ケ

和え物

煮もの
・チンゲン菜
小1株

サラダ
・大混
３～４㎝

“野菜”は 毎日食べる必要があるので、無理なく続けることが大切です。

スターレ
おくさん

“野菜”には、私たちのからだに必要な栄養（ビタミン・ミネ
ラル・食物繊維など）が含まれます。これらの栄養は、私た
ちの体内で作り出すことも貯えることもできないため、毎日
の食事でこまめにとり入れることが必要なんです。

野菜は、火を通すと
かさが減りやわらかく
なるので、たくさん食
野菜は、火を通すと
べられますよ♪
スターレおくさん
ちゃん

かさが減りやわらかく
なるので、たくさん食
べられますよ♪

・レタス 1 枚
・胡瓜 3 枚
・ミニトマト 2 ケ

1 回の食事に 1～2 皿とりいれると、1 日 5
皿以上になりますよ♪
野菜不足だなぁ…と感じる人は、まずは「プ
ラスひとくち」から意識していきませんか？

1回の食事に1～2皿とりいれると、1日5皿
以上になりますよ♪
野菜不足だなぁ…と感じる人は、まずは「プ
ラスひとくち」から意識していきませんか？

ゆりんちゃん

幕別の野菜をおいしく食べる

「かんたん野菜レシピ」

４月の旬

ニラ

レンジ加熱2分！

ニラとえのき茸のめんつゆ和え
春のニラはやわらか
いので、お浸しや和
え物、さっと火を通
す炒め物がおいしい
ですよ！

カロテン、ビタミンB2等の栄養
を豊富に含み、がん予防や疲労
回復、血行を良くして体を温め
てくれる作用があります。

野菜料理

材料（2人分）

１皿分

調理時間

5分

カロリー

38
Kcal

・にら …………………………………… １束（100ｇ）
・えのきだけ………………………… １/２袋
・めんつゆ （２倍濃縮）…… 大さじ１
※味をみながら調整してください。

・ごま油 …………………………………小さじ１/２
・白ごま・かつお節……………… お好み量

調理アレンジ

えんどう
せんせい

●ニラの代わりに、ほうれん草や小松菜でもおいしい！
●ピリ辛が好きなら、キムチの素、唐辛子、ラー油など
仕上げに加えてみてください。

幕別の特産物 「ニラ」
ニラは、寒さに強い多年草なので、冬越しします。
寒さ厳しい2月頃、ハウス畑では、ニラの芽が出て、３月
中旬頃から収穫・出荷されています。春のニラは、甘味
が強く、葉や茎に厚みがあり、やわらかいのが特徴です。

作り方

ニラやえのきは、キッチン
バサミで切ってもＯ.Ｋ

①下準備する
ニラは水洗いして、４ｃｍ位の長さに切る。えのきだけは石づきを切り除
きほぐしてから、長さを半分に切る。
②ニラとえのきをレンジ加熱する
耐熱用容器に、ニラとえのきを入れて、めんつゆ・ごま油を加えて
混ぜ、ラップをかける。 レンジ500Ｗ 、１分加熱して一度取り出し
ハシで混ぜ、再び１分くらい火が通るまで加熱する。
③器に盛りつける
白ごまとかつお節を加えて、ハシで混ぜ合わせて、小鉢に盛りつける。

幕別の野菜をおいしく食べる

「かんたん野菜レシピ」

４月の旬

ニラ

カロテン、ビタミンB2等の栄養
を豊富に含み、がん予防や疲労
回復、血行を良くして体を温め
てくれる作用があります。
野菜料理

フライパンでつくる！

0.7皿
分

ニラの海苔おかか和え

調理時間

5分

カロリー

31
Kcal

材料（2人分）
・にら …………… １束（100ｇ）
ニラの甘さとかつ
お節・海苔のうま
味が合う、おいし
い1品です♪

・ごま油……………

小さじ１/２

・焼き海苔………… １/２枚～１枚
・かつお節………… 小１パック

・しょう油………… 小さじ１強

作り方
シバサクちゃん

幕別の特産物 「ニラ」
ニラは、寒さに強い多年草なので、冬越しします。
寒さ厳しい2月頃、ハウス畑では、ニラの芽が出て、
３月中旬頃から収穫・出荷されています。春のニラは、
甘味が強く、葉や茎に厚みがあり、やわらかいのが特
徴です。

ニラはキッチンバサ
ミで切ってもＯ.Ｋ

①下準備する
ニラは水洗いして、３～４ｃｍ位の長さに切る。海苔はちぎる。
②フライパンで炒める
フライパンにごま油を入れて、中火で加熱し、ニラを炒める。
火が通ったら火を止めて、かつお節・しょう油を入れて混ぜ、
小さくちぎった焼き海苔を加えて、全体を和える。

幕別の野菜をおいしく食べる

「かんたん野菜レシピ」

５月の旬

アスパラ

アスパラには、新陳代謝を活発にして、
からだの疲れを和らげるアスパラギン酸
が豊富。体を元気にしてくれます♪

フライパン１つで！

野菜料理

0.7

アスパラのオイル蒸し チーズのっけ

皿分

ゆでるよりも
蒸す方が、
栄養は逃げ
ないよ！

調理時間

７分

材料（2人分）

1人分

110
キロカロ
リー

・アスパラ………………４～５本（１束）

・サラダ油……………… 大さじ１
・塩 ……………………… 少々
・水 ……………………… ５０㏄（お玉軽く１つ）
・スライスチーズ…１～２枚
・こしょう（お好みで加えてください）

作り方
ぱらっち
せんぱい

幕別町の特産物 「アスパラ」
雪が溶け、春の畑に顔を出すアスパラは、5月中旬より収穫
がはじまります。幕別町の肥よくな土地で、太陽をたくさん
あびて育つので、太くて甘味のあるおいしいアスパラに育ち
ます。

①下準備する
アスパラは根元の固い皮をピーラーでむき、半分に切る。
フライパンに入れ、アスパラ全体に油をからませる。
②フライパンで蒸す
①のフライパンに塩と水を加え、やや強火
にかける。煮立ったらフタをして2分加熱し、
火をとめてチーズをのせ、フタをする。
チーズが溶けたら、お皿に盛りつける。

幕別の野菜をおいしく食べる

「かんたん野菜レシピ」

６月の旬

レタス

レタスはビタミン・ミネラル・食物繊維をバ
ランスよく含んでいます。茎を切ると出る白
い液は、食欲増進や肝臓・腎臓の機能を高め
る良い働きがあるので残さず食べましょう♪

フライパン１つで！

レタスの卵炒め
加熱時間は
短めに！
シャキッと感が
残り、緑色が
キレイです。

材料（2人分）

野菜料理
１ 皿分

調理時間

５分

1人分

122
キロカロ
リー

・レタス……… １/２玉（150ｇ）
・バター……… １０ｇ
・卵……………… ２ケ

・塩……………… ひとつまみ
・こしょう（お好みで加えてください）

作り方
スターレ
おくさん

幕別町の特産物 「レタス」
レタスは冷涼な気候を好み病害虫に弱いため、十勝で栽培してい
る農家さんは少ないのですが、幕別町の生産量は十勝一！5月から
10月までの長い期間、収穫されています。
葉先までハリと光沢があり、シャキシャキッとした歯ごたえが特徴
です。

①下準備する
レタスは、さっと水洗いして、手で大きくちぎる。
器に卵を溶いておく。
②大きな炒り卵をつくる
フライパンにバターを入れ、やや強火にしてバターが
溶けてきたら、溶き卵を加える。大きくふんわり混ぜて、
大きな炒り卵をつくり、レタスと炒め合わせる。
塩・こしょうを入れて、火を止める。

７月の旬

幕別の野菜をおいしく食べる

「かんたん野菜レシピ」

キャベツ

細胞の老化を防ぐビタミンＣや胃潰瘍の回
復に効果のあるビタミンＵが含まれます。
これらの成分は水溶性なので、サラダなど
生で食べたり、汁物にすると効果的です。

ビニール袋に入れて混ぜるだけ！

野菜料理
１ 皿分

やみつき昆布キャベツ

材料（2人分）
塩昆布・にん
にくの風味で
箸が止まらな
いかも？！

調理時間

14分

1人分

51
キロカロ
リー

・キャベツ…………………………………… １/８玉（140ｇ）
・おろしにんにく…… チューブ２ｃｍ
A

・鶏がらスープ顆粒… ひとつまみ

・ごま油・みりん …… 各小さじ１
・塩昆布 ……………………… ５ｇ
・白いりごま ……………

大さじ1/2

・こしょう（お好みで加えてください）

作り方
シバサクちゃん

幕別町の特産物 「キャベツ」
幕別で最も多く生産されている品種「夏勝（なつまさり）」は、
ややとがった形が特徴で、やわらかいため、サラダなどの生食に
向いています。栽培が難しいとされていますが、農家さんは「お
いしいから作りたい」と大切に育ててくれています。３月に種を
まき、７月から９月下旬まで収穫します。

①下準備する
キャベツは洗って、ひとくち大のざく切りにする。
②全材料をビニール袋に入れて混ぜる
ビニール袋に材料Aを入れ、よく混ぜ合わせる。
キャベツを加え、空気を入れて袋口を縛り、よく振る。
材料全体が混ざったら、空気を抜いて縛り、10分ほ
ど冷蔵庫に置き、味をなじませる。

市販のカットキャベツを使うと
超簡単！キャベツが細いの
でお子様も食べやすいです。

葉にはカロテン・カルシウムなど
の栄養が豊富、根には消化酵素を
含み胃の消化を助けます。

８月の旬

幕別の野菜をおいしく食べる

「かんたん野菜レシピ」

だいこん

野菜料理

１皿分

大根は焼いてもおいしい！

大根ステーキ

調理時間

20分

材料（2人分）
夏バテ気味の
疲れた胃にやさ
しい大根。あっさ
り食べられ、とっ
てもヘルシーよ♪

1人分

52
キロカロ
リー

・大根 ……………………… 6ｃｍ
・にんにく……………………１かけ
（おろしにんにくの場合、Aに混ぜて使う）

・青しそ …………………… ３枚
・かつお節 …………………… 適量
・バター ………… ………… ５～１０ｇ
A ・しょうゆ…………… 小さじ１～２
・みりん・砂糖… 各小さじ１

作り方

幕別町の特産物 「大根」

ワネンじょう

幕別の大根は、皮が白く、青首で形良いのが特徴。
肥沃な土地で育つ大根は、水々しくうまみが凝縮し、
どんな料理でもおいしく食べられます。５月頃から種
まきし、７月上旬から１０月中旬まで収穫されます。

①下準備する
・大根は皮をむき、１.５ｃｍ厚さの輪切りにして、
表裏に格子状に切り目（※右写真）を入れる。
ラップに包みレンジ加熱（５００ｗで６～７分）し、
やわらかくなるまで加熱する。
・にんにくはみじん切り、青しそは１枚をせん切りにする。

②フライパンで焼く
フライパンにバターを入れて中火にかけ、溶け始めたら大根を入れ、
両面こんがり焼く。にんにくを加え香りが立ったら、混ぜ合わせたAを
加えて煮からめる。器に盛り、かつお節・青しそをのせる。

９月の旬

幕別の野菜をおいしく食べる

果肉の黄色はカロテンによるもので、
肌や粘膜を強化し、風邪予防の効果が
あります。油と一緒に食べるとカロテ
ンの吸収が良くなります！

かぼちゃ
＆夏野菜

「かんたん野菜レシピ」

野菜料理

お好みの野菜でアレンジO.K！

2.5皿分

かぼちゃ入りラタトゥイユ

調理時間

50分

材料（4人分）
冷やして食べ
てもおいしいぞ。
ピーマン・コー
ンなど、色々
な野菜を入れ
て、楽しんでほ
しいなぁ～

1人分

144
キロカロ
リー

・かぼちゃ（100ｇ） ・トマト（中２コ）
・玉葱（１/２コ）

・赤パプリカ（１/２コ）

・ナス（１本）

・ズッキーニ（１/２本）

・にんにく（１かけ） ・オリーブ油（大さじ１）
・みそ（小さじ２）
A

・塩（ひとつまみ）
・こしょう（少々）

作り方
もろこしじーちゃん

①下準備する
野菜はすべて２㎝角に切る。にんにくはつぶす。

幕別町の特産物 「かぼちゃ」
かぼちゃは、日当たりの良い広大な農地と
冷涼で乾燥した気候を好むため、幕別はおい
しいかぼちゃがたくさん育ちます。５月中旬
に種をまき、９月頃から収穫されています。

時々、上下を
返すようにやさ
しく混ぜ、こげ
ないよう注意!

②野菜を炒めて、弱火でコトコト煮る
鍋に、オリーブ油・にんにく・玉葱を入れ、中火にかけ、玉葱がしん
なりするまで炒める。パプリカ・ナス・ズッキーニ・トマトを加え軽く炒め、
フタをして弱火で３０分ほど煮る。調味料Aとかぼちゃを加えて混ぜ、
かぼちゃがやわらかくなるまで１０分ほど煮る。

幕別の野菜をおいしく食べる

「かんたん野菜レシピ」

１０月の旬

にんじん

皮の近くにカロテンが多いので、皮つきの
まま調理したり、むいた皮を金平や炒め物、
かき揚げ等に加えるのもおすすめです。

レンジでかんたん！

人参とツナのサラダ

野菜料理

人参がたっぷり
食べれるサラダ
です。常備菜
やお弁当にも
おすすめよ♪

１皿分

調理時間

20分

材料（3人分）

1人分

92
キロカロ
リー

・人参 ………………………………… 150ｇ（中１本）
・ツナ油漬缶 …………… ………… １缶（70ｇ）
・レタス ……………………………… ３０ｇ
A ・好みのドレッシング…大さじ１
・塩、こしょう ………… 少々

作り方
じんこちゃん

幕別町の特産物 「にんじん」
近年、幕別町でとれる農産物の収穫量のうち、野菜部門で
一番多く収穫されていたのが「人参」です。幕別の肥沃な
土地の栄養を貯えた人参は青臭みがないので、サラダや
人参スティックなど生食もおいしいです。４月中旬に種をま
き、７月下旬から１０月上旬まで収穫されています。

①下準備する
人参は水洗いして、皮ごと５～６ｃｍ長さの細いせん切
りにする。レタス等は手でちぎる。
②レンジで加熱し、熱いうちドレッシングを和える
耐熱容器に人参とツナ缶を油ごと加え、全体を軽く
混ぜる。ラップをして、500ｗで約３分加熱する。
レンジから取り出して、ドレッシングを加え、よく和えて、
塩とこしょうで味を調え、器に盛りつける。

１１月の旬

幕別の野菜をおいしく食べる

「かんたん野菜レシピ」

はくさい

食事でとりすぎてしまった塩分を体外に排出し、
高血圧の予防が期待できるカリウムを多く含みま
す。お鍋などの汁物や漬物に最適です。
野菜料理

1皿分

ごはんがすすむ和風味！

1人分

調理時間

154

25分

キロカロ
リー

材料（4人分）

白菜と鮭フレークの味噌グラタン
ホワイトソースを使
わないので簡単だし、
ごはんに合うのが嬉
しい1品。キャベツや
長ねぎを入れても
おいしいのよ。

・白菜 …………………… ２００ｇ（中2枚）
・じゃが芋……………… １ケ
・玉葱 …………………… １/４ケ
・鮭フレーク………… 大さじ2
・ホールコーン缶… ３０ｇ
・溶けるチーズ…… ６０ｇ
・マヨネーズ… 大さじ２
A ・味噌 ………… 大さじ１弱
・こしょう……… 少々

作り方
ゆりんちゃん

幕別町の特産物 「はくさい」
夏の高温過湿に弱い白菜ですが、幕別は夜間涼しい
ため、７月から11月までの長期間収穫されています。
水々しくクセのない白菜は、おいしい旨味を吸収して
くれるので、和洋中いろいろな料理に使えますよ！

あずばぁ

①下準備する
白菜の葉はちぎり、白菜の茎とじゃが芋は、短冊切り（5㎝×1.5ｃｍ位）
にする。玉葱は薄切りにする。 Aを混ぜ合わせておく。

②レンジで野菜を加熱して味をつけた後、こんがり焼く
耐熱容器に白菜・じゃが芋・玉葱を入れ、ラップをかけて電子レンジ500W
６分加熱する。水気をきり、コーンとAをさっくりと混ぜ合わせ、グラタン皿
などの耐熱容器に入れ、その上に鮭フレークとチーズをのせる。
魚焼きグリル又はオーブントースターでチーズにこげ目がつくまで焼く。

幕別の野菜をおいしく食べる

「かんたん野菜レシピ」

１２月の旬

ほうれん草

野菜の中でも栄養価は高く、カロテン、ビタ
ミン、鉄を豊富に含むため、貧血やがん予防、
肌の老化を防ぐなど体を元気にしてくれます。

油揚げが香ばしくておいしい！

ほうれん草と焼き油揚げの和えもの

野菜料理

調理時間

0.7皿分

20分

1人分

44
キロカロ
リー

材料（4人分）

ほうれん草は、油
を含む食品と組合
わせると、カロテン
の吸収もよくなり、
独特のえぐみも気
にならなくなるぞ。

・ほうれん草…………… １束（180ｇ）
・小揚げ…………………… １枚（20ｇ）
・しょうゆ… 小さじ1弱
A
・みりん…… 小さじ1/2
・塩 ………
少々
※Aを「めんつゆ」に代えてもおいしいです。

作り方

イ～ンカおじさん

冬の 「ほうれん草」は栄養価が高い
通年出回っているほうれん草ですが、夏よりも冬の方
が栄養価は高まります。この時期、幕別での栽培は少な
いのですが、管内では「ちぢみほうれん草」を栽培して
いる農家さんもいます。ハウス栽培から外の寒気にさら
しストレスを与えることで、肉厚で色の濃い葉になり、
甘さも栄養価もアップ！ぜひ、食べ比べてみて下さい。

ほうれん草は、
3～4束の少ない
量を、グラグラ
沸騰させた多め
の湯で短時間ゆ
でるとシャキッ
と仕上がります。

①油揚げを切り、こげ目がつくまで炒める
油揚げは、キッチンペーパーに包んで表面の油をとり、厚みを
半分に切り、短冊切りにする。フライパンに油揚げを入れて、弱
めの中火で４～５分炒め、こんがり焼き目がついたら取り出す。
②ほうれん草をゆでる “沸騰した湯に20秒→すぐ冷やす“
フライパンに多めの水を入れ強火で沸騰させ、ほうれん草を
茎から加え20秒加熱。取り出してすぐ冷水で冷やし、水気
を絞り、３ｃｍ長さに切る。

③すべて混ぜ合わせる
ボウルにAを入れて混ぜた後、ほうれん草→油揚げの順番に
混ぜ合わせる。

１月おすすめ

幕別の野菜をおいしく食べる

「かんたん野菜レシピ」

ゆり根

家族で楽しく作ってほしい♪

ゆり根は、カリウム、鉄、亜鉛など体調を整える
ミネラルが豊富に含まれるため、昔から滋養強壮
の薬としても使用されてきました。

野菜料理

調理時間

0.5皿分

20分

1人分

179
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材料（2人分）

ゆり根入り お花✿のピザ
ゆり根がホクホ
クおいしいです♡
ホットプレートで
ギョウザの皮の
枚数を増やし、
大きなピザに挑
戦しても楽しい
ですよ～♪

・ギョウザの皮……… ６枚
・ゆり根 ……………… 小１/２ケ（30ｇ）
・ホールコーン缶… ２０ｇ
・冷凍枝豆 ………… ３０ｇ
・ハム ………………… １枚
・溶けるチーズ…… ３０ｇ
・ケチャップ ……… 大さじ１
・サラダ油 ……… 適宜

作り方
ゆりんちゃん

幕別町の特産物 「ゆり根」
北海道が主産地のゆり根は昭和37年に忠類地区でも栽培が始ま
りました。食卓に並ぶまで「約６年」という長い歳月がかかる
上、毎年畑の植え替えも必要となるため、農家さんが手間ひま
掛けて丹念に育てています。様々な食材と相性がよく、加熱す
ることで甘くてホクホクとした食感を味わえます。

①下準備をする
ゆり根をほぐして１ｃｍ角に切る。ラップに包み、レンジ500ｗ
で２分加熱する。ハムは１ｃｍ角に切る。枝豆はサヤから出す。
②フライパンにピザの具を入れて焼く
フライパンに薄く油をひいて、ギョウザの皮を並べてケチャップ
をぬり、野菜・ハム→チーズの順にのせフタをして、やや弱火で加
熱する。チーズが溶け、皮がこんがり焼けたら出来上がり。

１月おすすめ

幕別の野菜をおいしく食べる

「かんたん野菜レシピ」

ゆり根

ゆり根は、カリウム、鉄、亜鉛など体調を整え
るミネラルが豊富に含まれるため、昔から滋養
強壮の漢方薬としても使用されてきました。

野菜料理

酒の肴におすすめ！

0.5皿分

おつまみ ゆり根

調理時間

10分

材料（2人分）
にんにくとごま油
の風味もよく、か
つお節・青のりの
旨味が加わり、
箸がすすみます
よ～！

・ゆり根 …………… 小1ケ（60ｇ）
・ごま油 …………
小さじ１
・おろしにんにく…チューブ１㎝
・塩 …………… ひとつまみ
A ・かつお節…… 小パック1/2袋
・青のり ……… 少量
・一味唐辛子… お好みの量

作り方
幕別町の特産物 「ゆり根」

ゆりんちゃん

北海道が主産地のゆり根は昭和37年に忠類地区でも栽培が始
まりました。食卓に並ぶまで「約６年」という長い歳月がか
かる上、毎年畑の植え替えも必要となるため、農家さんが手
間ひま掛けて丹念に育てています。様々な食材と相性がよく、
加熱することで甘くてホクホクとした食感を味わえます。

①下準備をする
ゆり根をほぐして大きいものは半分に切る。
②フライパンで炒めて、すべて混ぜ合わせる
フライパンにごま油を中火で加熱し、ゆり根を加え軽く炒め、
湯をお玉に1/2量くらい入れたらフタをして２分ほど蒸し煮に
する。ゆり根に火が通ったら、フタをとり、水分がなくなるまで
炒める。Aを加えてよく混ぜ合わせて、火を止める。

1人分

62
キロカロ
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幕別の野菜をおいしく食べる

２月おすすめ

「かんたん野菜レシピ」

玉ねぎ

玉葱は、血液をサラサラにして肝臓
や脳の働きを助ける効果があります。

野菜料理

1.5皿分

玉葱たっぷり！体ポカポカ

調理時間

20分

材料（2人分）

オニオンジンジャースープ
身体を内側から
温めることは、風
邪の予防や体調
を整えるのにとて
も大切！
生姜とネギが効
果を高めます。

1人分

61
キロカロ
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・玉葱 …………１玉（200ｇ）
・バター …… ５～１０ｇ
・コンソメ……１ケ
・塩 …………… ひとつまみ
・小ねぎ…………１/２本
・生姜 ……… 小１カケ（小さじ２弱）
（おろし生姜でも可）

作り方
①下準備をする
玉葱は薄切り、小ねぎは小口切り、生姜はすりおろす。

幕別町の特産物 「玉ねぎ」
幕別での玉ねぎ栽培の歴史は長く、肥沃な土地の栄養
とうま味が凝縮した高品質な玉葱が育ちます。８月に
収穫した玉葱は、３月下旬まで長い間出荷されます。

むぎこさん

こげやすい
ので注意！

②鍋で玉葱を炒めて、コトコト煮る
鍋は弱火にかけ、バターと玉葱を加えて軽く炒める。
フタをして、弱火にして時々混ぜながら、４～５分蒸し煮にする。
水２カップ（４００㏄）・コンソメ・塩を加え、一度強火で煮立た
せた後、弱火にして１０分煮る。
器に盛りつけ、生姜と小ねぎをお好みの量のせる。

３月おすすめ

幕別の野菜をおいしく食べる

「かんたん野菜レシピ」

春ごぼう

野菜料理

調理時間

0.5皿分

18分

材料（4人分）

おやつやおつまみにおすすめ！

フライドごぼう

ごぼうは、野菜の中でも食物繊維が多く、便秘予
防や高血圧を改善させる効果もあります。

ななめに切ると噛み
やすくなるので、お
子さんのおやつにも
おススメです！
ごぼうの皮の近くに
“うま味“があるので、
薄く皮をむきましょう。

幕別のごぼう栽培は、昭和初期からの長い歴史があ
り、香りよく豊かな味わいが特徴です。
春ごぼうは、秋に収穫したごぼうを土中で保管し越
冬させ、３～４月に掘りおこして出荷します。

ぽちゃげらくん

146
キロカロ
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・ごぼう ……… １本（150ｇ）
・片栗粉 ……… 大さじ２～３
・揚げ油 ……… 適量
【カレー風味】
・カレー粉・塩 …各ひとつまみ
【青のり風味】
・青のり ……… 小さじ１
・塩 …………………ひとつまみ

作り方

幕別町の特産物 「ごぼう」

1人分

薄く皮がむけますよ！

①下準備をする
・ごぼうは、土を洗い、丸めたアルミホイルで皮をこすり、水洗いする。
ななめに３～５mm幅に切り、さっと水にくぐらせて、キッチンペーパー
でしっかり水気をふく。
・【カレー風味】【青のり風味】 の材料を、それぞれビニール袋に入れて
よく混ぜ合わせておく。

②カラッと揚げて、熱いうちに味付ける
ビニール袋に片栗粉とごぼうと空気を入れてビニール口を縛り、全体に
まぶすようによく振る。片栗粉を軽くはらい表面がカラッとなるまで揚げる。
量を２つに分けて、【カレー風味】【青のり風味】のビニール袋に入れよく
振り混ぜる。

