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その土地で古くからつくられている地名を冠した野菜があ
ります。なぜ、そこでその野菜がつくられているのか。生
産者の方々はどのような思いでその野菜を栽培している
のか。今号は相鉄線沿線を巡り、
「横浜キャベツ」
「保土
ケ谷いも」
「西谷ネギ」などのおいしさの秘密を探ります。

54 相鉄・JR直通線 御朱印さんぽ
55 子どもといっしょにおうちヨガ
●次号（第275号・8月1日発行予定）は、
「イライラの手放し方」について特集します。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、発行時期、または一部休載など掲載内容
が変更となる場合があります。
※新型コロナウイルス感染予防対策などにより、本誌掲載内容が今後中止・変更となる場合があります。
詳しくは各店舗および主催者などにお問い合わせください。
※お出掛けの際は、新型コロナウイルス感染予防にご留意ください。
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西

品目以上の野菜をつくっています。西谷を含む保土ケ谷区

和に入って保土ケ谷の種芋栽培は下火になりましたが、替わって食用のジャ

道や四国に、
「保土ケ谷のまるいも」の名で種芋が出荷されていました。昭

今のＪＲ保土ケ谷駅の周辺には何軒も種芋問屋がありました。そこから北海

から昭和初期にかけては、種芋の一大産地でした。星川駅の近くの峰岡町や、

は古くから農業が盛んで、特に歴史が長いのがジャガイモづくりです。明治

イコンなど年間

うちの畑の広さは約１２０アール（約３６３０坪）で、今はキャベツやダ

明治時代から続くジャガイモづくり

ついてお話を伺いました。

から農業を営んでいるという白井茂さんに、
「地名を冠した野菜」づくりに

の面積を有する「西谷農業専用地区」が広がっています。この地で祖父の代

西谷駅から徒歩５分ほどの場所に、 ・２ヘクタール（約７万６２３０坪）
25

ガイモがつくられるようになります。私の父などは一時期、保土ケ谷の「保」

写真提供／神奈川新聞社

5

50

を丸で囲んだロゴマークをつくり、東京にも出荷し
ていました。今は市場に出荷する際は「保土ケ谷
いも」の名を付けています。品種でいうと、以前
は「男爵」をつくっていましたが、 年ほど前に「キ
タアカリ」に切り替えました。

アール（ 約６００坪 ）

収穫目前の「保土ケ谷いも」
（右の丸囲み写真は、芽を出した種芋）

中止せざるを得ませんでした。特に小さなお子さんが楽しそうにジャガイモ

連れが参加してくれます。それが昨年、新型コロナウイルス感染症の影響で

企画としてジャガイモの収穫体験イベントを行っていて、毎年数百人の親子

評判をよく耳にします。また、うちの畑では２０１１年から相鉄線西谷駅長

ていると思います。実際、
「保土ケ谷いも」はファンが多く、味が良いという

この辺りは関東ローム層の赤土で水はけが良く、ジャガイモづくりに向い

以前は土寄せを鍬で行っていましたが、
今は機械でできるので楽になりました。

くわ

ガイモが露出しないように土をかける、土寄せという作業も欠かせません。

たると皮が緑色になってソラニンという毒素がつくられます。そこで、ジャ

変な作業であることは変わりません。また、生育途中のジャガイモは日が当

とはいえ、およそ１００キログラムの種芋を天日干しして切り分けるのが大

ら一つしか発芽しないことがほとんどなので、
「芽かき」をせずに済みます。

部分を切り分けてから植え付けるという方法です。これだと、一つの種芋か

法に切り替えています。あらかじめ種芋を天日干しして発芽させ、その芽の

かき」を行うのは一苦労です。そこで、今は別の方

の畑でジャガイモをつくっていますが、
手作業で「芽

かき 」です。 う ちでは 約

そこで、一つだけ残して他の芽を摘む作業が、
「芽

どすると、一つの種芋から数本の芽が出てきます。

かき」と呼ばれる作業です。植え付けて１カ月ほ

迎えます。ジャガイモづくりで特に大変なのが、「芽

付け、６月下旬から７月上旬にかけて収穫時期を

「保土ケ谷いも」は例年、３月中旬に種芋を植え

30
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を掘る姿を目にするのは私にとって大きな張り合いなので、早く再開できる
日が来ることを楽しみにしています。

父が始めた西谷独自の長ネギ栽培
１９５０年代後半、西谷周辺の農家が集まって共同で野菜を出荷する組合
が結成されました。その組合の主力商品となる作物を探していた私の父は、
千葉県でつくられていた長ネギに目を留めました。父はいとこと２人で千葉
県の産地に出向きましたが、農家にとって種は家宝といっても過言ではない
ものなので簡単に譲ってはくれません。仕方なく諦めかけたとき、たまたま
地元の種屋さんを見つけ、どうにか長ネギの種を西谷に持ち帰ることができ
ました。その長ネギは良質ですぐに評判になったそうで、種を所望する人が
たくさんいました。地元の特産にすることを考えていた父は、周辺の農家に
だけ「西谷以外の人には渡さないように」といって種を譲りました。

おくて

１９６０年代になると、西谷では長ネギづくりが盛んになります。一般的

おく

なものと比べて収穫時期の遅い晩生の品種だったことから、父はその長ネギ
を「西谷晩ネギ」と名付けました。横浜だけではなく東京の市場にも出荷し、
質の良さが評価されて高値で買い取られました。野菜は価格が一定ではない
ので、時期によっては安値になることがあります。農家としてはいい値に従
うしかないのですが、父たちは「西谷晩ネギ」に安値が付くと出荷を取りや
めると伝えたそうです。すると、市場の方は頭を下げて高値で買い取ってく
れたといいます。そうした強気の姿勢がまかり通るぐらい西谷の長ネギが評
価されていたし、父や西谷周辺の農家も誇りを持っていたんだと思います。
ただ、１９７０〜８０年代の最盛期には 軒あった「西谷晩ネギ」をつくる
農家が、時代とともに徐々に減ってきました。
現在、農家がつくっている野菜の多くが、種苗会社が開発した「Ｆ１種」
と呼ばれる品種です。Ｆ１種は大きさや形がそろっていて、収量が多く、病
気に強いなどの特徴があり、効率良く野菜づくりができるように開発されて
います。一方、その土地で長く栽培され、農家自らが採種している品種を「在
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来種」と呼びます。Ｆ１種と比べて、在来種はとても手間が掛かります。例
えば、在来種である西谷の長ネギには、一般的なものよりも柔らかいという
特徴があります。食べる分には、長ネギの柔らかさは長所になります。でも、
農家からすると収穫や出荷用の箱詰めの際に傷つきやすく厄介です。扱いや
すいＦ１種の長ネギが登場すると、西谷周辺でもそちらに切り替える農家が
出てきました。今、私たちは在来種の長ネギを「西谷ネギ」の名で呼んでい
ますが、うちを含めて数軒でしかつくっていません。

﹁西谷ネギ﹂
の栽培と採種の苦労
「西谷ネギ」を栽培する大変さの一つに、種まきから収穫までの時間の長さ
があります。一般的な長ネギの栽培期間は８カ月から カ月ほどなのに対し、
「西谷ネギ」は１年７カ月ほどです。大まかな流れとしては、９月下旬に種
をまき、翌年の７月か８月に苗を畑に定植し、さらに翌年の４月にようやく
収穫となります。例えば、種をまいてから苗が生育する期間を、露地ではな

くビニールハウスで栽培するなどすれば、栽培期間を４カ月ほど短縮できま
す。それでも、収穫までに１年以上かかることに変わりありません。
長ネギをおいしく育てる上で大切なのが土寄せです。適切な時期に土寄せ
をすると、長ネギの白い部分が良く育つし、緑色も濃さを増します。私の場
合は、畑に本植えしてから収穫するまでに、タイミングを見計らって３回ほ
ど土寄せをしています。もちろん、草むしりや追肥などの一般的な作業も欠
かせません。収穫のピークは３月下旬からの１カ
月ほどで、４月下旬には長ネギの緑色の部分が硬
くなってしまいます。農家からすると長ネギの柔
らかさは厄介ですが、
「西谷ネギ」を買い求める人
はその柔らかさを求めています。ですから、収穫
のピークを逃さず、柔らかくて味も乗っているもの
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を出荷するわけです。収穫の際は、周辺の土を鍬
で掘り起こしてそっと引き抜くなど、傷つけないた

収穫を控えた「西谷ネギ」

10

めに細心の注意を払います。
また、Ｆ１種であれば 収 穫 して終 わりです が、
在来種である「西谷ネギ」には大事な作業があり
ます。長ネギの花であるネギ坊主から種を採るこ
とです。例年、採種するのは６月です。時期的に
雨で落ちたり風で飛ばされたりすることもあるの
で、通常は摘み取ってしまうこともあるネギ坊主
を 多 めに 残 し、状 態の良い種 を 選んでいき ま す。
６月に採種した種を９月のお彼岸ごろにまき、収穫を迎えるのが翌々年の４
月。ですから、
採種を含めると「西谷ネギ」づくりは２年近くかかるわけです。
採種は手作業なので面倒ですが、だからといって怠ってしまえば「西谷ネギ」
が途絶えてしまいます。つくり続けていれば毎年必ず採種できますが、万一
に備えて古い種も残しています。古い種は発芽率が悪いといわれているので
すが、何もないよりは安心できるからです。

受け継いだものを栽培し続ける意義
「保土ケ谷いも」など市場に出荷しているものもありますが、私がつくった
野菜の主な出荷先はＪＡ横浜「ハマッ子」直売所 メルカートかながわ店と、
旭区内のそうてつローゼンの２店舗です。それぞれの売り場の担当者を通じ
て、私の野菜を購入した方の感想などを耳にすることがあります。また、
「西
谷ネギ」のような在来種の野菜は横浜市内では珍しいらしく、新聞などに取
り上げられることがあります。記事を目にした方から「
『西谷ネギ』がほしい」
と連絡を受けることもあります。
「おいしい」
と感想をいわれたり、
関心を持っ
てもらえたりすることが、私にとって大きな励みになっています。
よくいわれることですが、農業は工夫しがいのある仕事です。土寄せや追
肥などを工夫すれば良いものができるし、種まきや定植の時期を１週間ずら
すだけでも出来が変わります。仕事ですから自分がつくったものが売れない
と困りますが、まずは良いものができると大きな喜びを感じます。とはいえ、
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13

「西谷ネギ」のネギ坊主と種

たとえＦ１種であっても収穫までには相応の手間が掛かりますし、在来種で
あればなおさらです。だからといって栽培をやめてしまえば、そこで途絶え
てしまいます。
「保土ケ谷いも」もそうですが、特に「西谷ネギ」については
父がひとかたならぬ思いで育てていた姿を間近で目にしています。何より、
風味も食感も他のものに負けないことを私自身が実感しています。親から受
け継いできたものを大切に守るなどというと大げさに聞こえるかもしれませ

横

んが、私にとってそれはとても当たり前のことなんです。
（談）

地名を冠した
野菜の実力

沿 線で 味わ
う

鉄線

藤巻 学

後送

名前への責任

特集

白井茂さんの野菜は、
下記店舗で
購入できます。
●ＪＡ横浜
「ハマッ子」
直売所
メルカートかながわ店
横浜市神奈川区神大寺2-19-15
TEL.045
（481）
3913
●そうてつローゼン 白根店
横浜市旭区中白根2-1-7
TEL.045
（954）
2311
●そうてつローゼン
ジョイナステラス二俣川店
横浜市旭区二俣川2-50-14
TEL.045
（459）
6398
相

ャベツ
浜キ
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開港間もない時期に全国に先駆けて横浜で栽培が始まり、現在も市内で最
も生産量が多いキャベツ。特に神奈川区や保土ケ谷区、泉区などで栽培が盛
んで、
「横浜キャベツ」のブランド名で「共同販売」が行われています。そん
な「横浜キャベツ」のつくり手の一人である藤巻学さんにお話を伺いました。

統一規格に基づいてつくられるブランド
「横浜キャベツ」という名前で市場に出荷できるのは、ＪＡ横浜共販キャベ
ツ部会に所属しているメンバーに限られます。そのメンバーが決められた品
種を育て、
「横浜キャベツ」という名前が記載された段ボール箱に詰め、市
場に出荷することが「共同販売」です。また、毎年５月と 月には共販キャ

には約

人が所属し、年間

万トンの出荷を目標にキャベツをつくっていま

横浜以外の産地の情報について伺ったりもします。現在、共販キャベツ部会

生育状況や収量の目安などについて意見交換が行われ、市場関係者を招いて

ベツ部会のメンバーが集まって「合同出荷検討会」を開きます。それぞれの

10

改めて「横浜キャベツ」の統一規格が定められたそうです。わが家では、

秋でそれぞれ ほどの品種が決められていて、各農家が自分の畑に合うもの

キャベツは春と秋に出荷のピークを迎えます。
「横浜キャベツ」では、春と

れば祖父以前の代からキャベツの栽培を行っていたという話です。

年ほど前から保土ケ谷区の共同販売に参加していましたし、さらにさかのぼ

50

売を行っていました。そして、２００３年にＪＡ横浜が合併・発足した際に、

す。元々横浜市内では、保土ケ谷区や泉区などでそれぞれキャベツの共同販

16

ベツであれば４月から６月に収穫を迎えますが、 品種ほどの中から早い時

を選んでいます。味や質も大切ですが、
収穫の時期も重要です。例えば春キャ

10

て市場に出していました。残念ながら有名な産地のものには名前負けしてし

ます。かつて「横浜キャベツ」は、
そうした産地が出荷しないタイミングを狙っ

知県、同じ神奈川県の三浦など、全国的に名の知られた産地がいくつもあり

でそれぞれ３品種ほどを育てています。そもそもキャベツには、群馬県や愛

期に採れるＡ、遅めのＢなどを選んでいくわけです。うちでは現在、春と秋

10
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かんげき

まうので、間隙を縫うようにして出荷していたんです。ただ、現在は流通の
発達や栽培技術の向上、気候変動などの影響もあって、有名な産地でも出荷
のピークがばらけてきています。それに伴って「横浜キャベツ」の出荷に際
しても、以前ほどは他の産地のことを意識しなくなっています。いずれにしろ、
横浜市内の農家が「横浜キャベツ」の名前の下で力を合わせていることには
変わりありません。

キャベツづくりと天候との闘い
春キャベツは約６カ月、秋キャベツは約４カ月の栽培期間を要します。ま
ず、種をまいてある程度の大きさまで苗を育て、その後、畑に定植します。
けいふん

春キャベツであれば９月から 月にかけて種をまき、 月に定植。秋キャベ

球 といいます。数年前には、ようやく結球し始め

きゅう

ます。また、キャベツの葉が巻き始めることを、結

けっ

リラ豪雨に見舞われて流されてしまうことがあり

せと追肥を行って一息ついたと思ったら、台風やゲ

ないことがあります。定植後に苗が活着し、土寄

らこまめに水やりを行っていても苗がうまく育た

ベツです。種をまいた後に日照りが続くと、いく

春キャベツと比べると、数倍気を使うのが秋キャ

要以上に散布することはありません。

農薬は種類ごとに使用回数が決まっているので、必

収穫までの間には、病害虫対策で農薬をまきます。

苗が根付いたときに行う１回限りです。そこから

肥を数回に分ける人もいるようですが、うちでは

土寄せをし、同時に追肥も行います。土寄せや追

て苗が畑にしっかり根付きます。そのタイミングで、株を安定させるために

を混ぜて土づくりを行います。
その後、
定植して２〜３週間すると、
活着といっ

かっちゃく

ツは６月に種まきをし、８月に定植します。定植する前には、畑に鶏糞など

11
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1 玉ずつ手作業で行われるキャベツの収穫
定植から１カ月ほどで結球し始めた状態

10

ひょう

たところで雹が降り、葉に穴が開いて出荷できなくなってしまいました。キャ
ベツに限らず農作物全般にいえることですが、どんなに心を込めて丁寧に育
てても、悪天候の前ではなすすべがありません。
そうした被害に見舞われなければ、春キャベツは４月から６月にかけて、
秋キャベツは９月から 月にかけて無事に収穫時期を迎えます。収穫したも
のは、
「横浜キャベツ」の決められた段ボール箱に詰めていきます。Ｌサイズ
なら８個、Ｍサイズなら 個詰めるといった決まりがあり、１箱がおよそ

そもわが家では何十年にもわたってキャベツをつくり続けています。やめる

などを栽培すると、茎ばかり太くなって肝心の実が大きくなりません。そも

都合が生じます。うまく栄養が回らないらしく、トマトやナス、ジャガイモ

混ぜます。この栄養豊富なキャベツの畑で他の野菜を育てようとすると、不

キャベツの畑には、栄養価の高い鶏糞を他の野菜をつくるときよりも多く

量を減らすつもりはないし、ましてやめる気はありません。

で１００箱ほどです。ただし、僕としてはこれ以上「横浜キャベツ」の生産

の最盛期に１日２００箱、３００箱と出荷する農家もいますが、うちは最多

しまう農家もいます。うちでも以前と比べて生産量を減らしています。収穫

ばなりません。そうしたこともあって、
「横浜キャベツ」の共同販売をやめて

物です。また、全国的に豊作の年は、市場に出荷しても安値に甘んじなけれ

キャベツは野菜の中でも重く、特に高齢の農家にとっては負担の大きな作

長い時間をかけて培われたもの

も１年を通して何かしらキャベツの世話をしています。

ます。ですから、春と秋の出荷ピークの時期が最も忙しいですが、それ以外

それを防ぐため、土壌改良に役立つ草を育てて土に混ぜ込む緑肥を行ってい

りょくひ

同じ場所で同じ作物を育てていると生育が悪くなる連作障害が起こります。

ます。また、出荷を終えた後も、キャベツのためにすることが残っています。

浜キャベツ」は横浜市内に複数ある所定の場所に集められ、市場に出荷され

キログラムになるように定められています。それぞれの農家が収穫した「横

10

20
21

11

10

のは簡単ですが、その後、畑を今の状態に戻そうと思っても長い時間を要し
ます。ですから、このキャベツの畑をおいそれと手放せないのです。
同じことが、
市場関係者からの評価についてもいえます。有名な産地のキャ
ベツにはなかなか勝てないと先述しましたが、それでも「横浜キャベツ」は
市場で一定の評価をいただいています。それは、
「横浜キャベツ」に関わる先
輩たちが長い時間をかけて築いてきたものです。こうした信頼関係も一度手
放してしまうと、再びゼロから築き上げるのに大変な時間や労力が必要です。
僕一人でできることには限りがありますが、
微力ではあっても「横浜キャベツ」
というブランドをどうにか守っていきたいと思っています。

横浜の農家として思うこと
わが家には家系図などは残っていませんが、お墓などを調べた限りでは約
４５０年前から農家を続けているそうです。現在は約１町（約３０００坪）
の畑で年間 品目ほどの野菜をつくっています。

僕は大学卒業後に建築設計事務所に勤め、 歳のときに就農しました。今
年で就農して 年になりますが、間近で目にしていて感心するのが父の仕事

26

ぶりです。野菜づくりには、種をまいて何カ月後に畑に苗を定植して、といっ
た指標があります。でも、それはあくまでも目安で、天候なども気に掛けな
がら必要な仕事を自分の判断で行わなければなりません。例えば、キャベツ
れっきゅう

は内側から外側に向かって大きく育ちますが、収穫のタイミングを逃すと
裂球といって割れてしまいます。特に春キャベツは葉がふんわりと巻かれて
いるため、
内側の状態がよく分からないことがあります。
「収穫はまだ先かな」
などと僕が首をかしげていると、父から「もう収穫だな」といわれることが
あります。そうした農家としての感覚はすぐに身に付くものではなく、長い
時間をかけて野菜と向き合い続けることでしか磨かれません。だからといっ
しん し

て、ただ悠長に構えているのではなく、早く父のような感覚を身に付けるた
め、一つ一つの仕事を真摯に行っていかなければと思っています。
僕には、農家として残念に思っていることがあります。それは、横浜でつ

22
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70

11

くられている野菜の認知度がまだまだ低いということです。特に「横浜キャ
ベツ」などは市場に出荷されていて一般の人の目に触れる機会がほとんどない
ため、仕方がない面もあります。ただ、わが家で代々つくっているといった個
人的な思い入れを抜きにしても、有名な産地のキャベツに引けをとらない品
質であるという自負がありますし、それは他の野菜についても同じです。も
ちろん、横浜産野菜の認知度向上など、僕一人では荷が重過ぎる課題です。
それでも諦めることなく、農家としての腕を磨くのと同様に、横浜産の野菜の

特集

鉄線

※藤巻学さんのつくる「横浜キャ
ベツ」は横浜中央卸売市場を
経て全国に出荷されています

地名を冠した
野菜の実力

沿 線で 味わ
う

ためにできることを自分なりに精いっぱい取り組みたいと思っています。
（談）

継承と挑戦
苅部博之

部 ネ ギ
苅

相

部 大 根
苅
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西谷駅のほど近くにある「西谷農業専用地区」で農業を営んでいる苅部博
之さん。先にご登場いただいた白井茂さんと同じく「西谷ネギ」などの「地
名を冠した野菜」をつくっていますが、それだけにとどまらず「自分の名前
を冠した野菜」の開発・栽培にも挑んでいます。

直売所のオープンと独自の特産品づくり
わが家は江戸時代から続く農家で、私で 代目になります。現在は約２・
５ヘクタール（約７５６２坪）の畑で、年間１００品目ほどの野菜をつくっ
ています。元々は稲作中心で、
祖父の代から徐々に野菜づくりに移行していっ
たと聞いています。近隣の農家と同じく、祖父はジャガイモの種芋を出荷し
ていたし、父はキャベツの共同販売もしていました。私にとって父は、子ど
ものころから憧れの存在でした。野菜づくりが得意で、父のつくったものは
ね

どれも心からおいしいと思えるものばかりだったからです。ただの手前みそ
ではなく、ある野菜を同じときに出荷した中で一番良い値段が付く人を「値

がしら

頭」というのですが、父はたびたび値頭になりました。ですから、父の背中
を追って就農したのは、私にとって自然なことでした。
父からは農業のイロハをたたき込まれましたが、就農してしばらくすると、
ある思いを抱くようになりました。例えばキャベツであれば、群馬県などの
名の通った産地があり、市場で高値が付きます。でも、産地のキャベツであっ
ても、旬を過ぎれば質が落ちます。そうした時期に、父がその日の朝に収穫
した鮮度の良いキャベツを出荷しても、旬を過ぎた産地のものよりも安い値
段が付けられてしまうのです。横浜という地名は、全国的に広く知られてい
ます。でも、野菜に横浜の名が付くと、イメージ的にマイナスに働いてしまう。
そのことに気付き、横浜で農業を営むことの厳しさを思い知りました。
悔しさを募らせる一方で、横浜で野菜づくりを行うことのメリットはない
のか、考えを巡らせました。西谷周辺に限っても、私が子どものころと比べ
て住宅が増えています。畑のすぐ近くに消費者がたくさんいるということで
す。わざわざ市場に出荷しなくても、消費者に直接野菜を届ければいいので

写真提供／苅部農園
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はないかという考えに至りました。市場では、形や大きさのそろっているＦ
１種の野菜が歓迎されます。一方で、柔らかくて傷つきやすい「西谷ネギ」
などは低い評価を付けられがちです。でも、直売であれば「西谷ネギ」の歴
史的背景や特徴なども伝えながら販売できます。そこで、就農から数年経っ
た１９９９年に、父の了解も得て直売所をオープンしました。
事前に、神奈川県内や東京都内の数カ所の直売所に視察へ伺いました。そ
の際にいわれたのが、
「直売所には看板商品が必要だよ」というアドバイスで
した。うちの看板商品は何だろうと考えて思い浮かんだのが、父が力を注い
でいるキャベツと、ここで古くからつくられている「西谷ネギ」です。ただ、
当面はそうした既存の野菜を直売するとしても、せっかくなら独自性の高い
特産品を自分の手で生み出したいという思いを抱きました。オリジナル品種
の野菜を開発するということです。遺伝子組み換えなどではない自然な形で
歳の手前だったので、

の品種開発は、一朝一夕にできるものではありません。そもそも野菜は、基
本的に１年に一作です。とはいえ、その時点で僕は

平均寿命から考えると 回ほど挑戦できる計算になります。種苗会社ではな

30

く農家が新品種を開発するなど聞いたことはないですし、明確な計画も見通
しもありません。それでも、やってやれないことはないだろうと、オリジナ
ル品種の開発をスタートすることにしました。

前例のない新しい品種の開発
オリジナル品種として初めに手掛けたのはダイコンです。もともと根も葉
も真っ赤なダイコンがありました。そのダイコンを育てると、ごくまれに根
が淡いピンクだったり葉が緑だったりするものが出ます。そうした変異種だ
けを選んで栽培することを繰り返すと、元のダイコンとは異なる特徴を持っ
たものが育つようになります。大まかにいえば、この繰り返しで新品種をつ
くり出したのですが、スムーズに事が運んだわけではありません。ある特徴
を持ったダイコンを選抜して育てても、最初の数年は先祖返りして元の真っ
赤なダイコンに戻ってしまうことが度々ありました。それでもめげず、途中
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からは白と赤紫のグラデーションになっているダイ
コンにしようと考えました。そのダイコンが先祖返
りすることなく安定し始めた６年目には、７割ほ
どをカラスに食べられて種がほとんど取れなくなっ
たこともありました。また、いくら見た目が特徴
的でも、味が良くなければ販売できません。結局、

月中旬から３月中旬にかけて販売

年近くかかりました。そのオリジナ

特徴が安定し、味も納得できる新品種のダイコン
の開発には
ル品種は「苅部大根」と名付け、毎年
しています。飲食店にも卸していますが、おかげさまで甘味と辛味のバラン
スが良いと好評です。
ある程度「苅部大根」のめどが立った時点で、別の品種の開発にも着手し
ました。
「西谷ネギ」をベースにした新品種です。そもそも長ネギには、交
配しやすいという特性があります。ネギ坊主の時期に違う品種のものが近く

にあると、風で花粉が飛ばされて交配してしまうことがあるのです。父から

葉の近くが赤紫色の「苅部大根」

は「
『西谷ネギ』が交配しないように気を付けろ」とよくいわれていました。
それまでは父の教えを守っていたのですが、
「西谷ネギ」のそばに別の長ネギ
を植えれば交配によって新品種ができるのではないかと考えたのです。そこ
で早速、色味が赤い長ネギの種をいくつか取り寄せ、
「西谷ネギ」の近くに
植えました。植えてから気付いたのですが、
「西谷ネギ」は種をまいて次に
う よ きょくせつ

種を収穫するまでに２年近くを要します。年一作のダイコンでも、先祖返り
年はかかることにな

などの紆余 曲 折 を経て特徴が安定するまで 年近くかかりました。２年に
１回しかつくれない「西谷ネギ」では、単純計算でも
ります。気長にやるしかないと覚悟を決めました。

が特徴で、
「苅部ネギ」と名付けました。当初は味の面で「苅部ネギ」は「西

どの短期間でオリジナルの長ネギができました。赤紫と白のグラデーション

のりの大変さを実感しました。それでも偶然が重なり、スタートから８年ほ

やはり、思ったような色にならなかったり風味が良くなかったりして、道
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10

谷ネギ」に及ばなかったのですが、改良を続けて
肩を並べるほどになりました。
８年前からは、オリジナルのニンジンの開発を始
めました。一般的なオレンジだけでなく黄色や紫な
どのニンジンもありますが、いずれも単色で、２色
のニンジンは見掛けたことがありません。そこで、
ぜひ２色のニンジンを開発したいと考えました。実
際に試してみて、そうしたニンジンを見掛けない理
由が分かりました。１００本に１本ほど、ピンクと
黄色のニンジンができることがあります。でも、そ
の変 異 種 だけ を選んで栽 培しても 先 祖 返りして、
特徴が安定しません。しかも、試行錯誤を続ける
うち、ある特徴を持った一つの親からオレンジ、黄
色、紫など、いろいろな色のニンジンができるよう

になってしまいました。でも、開き直るわけではありませんが、これはこれ
で珍しいことで、人智を超えた自然の産物であることは間違いありません。
そこで、このいろいろな色のニンジンを「苅部人参」という新品種にし、販
売を始めました。こうして振り返ると、新品種の開発は偶然に頼り過ぎな気
もします。でも、自分が想像していなかったものができることも、野菜づく
りの面白さの一つだと思っています。

先人たちから受け継ぎ︑
守るもの
私は自分の野菜づくりについて語る機会があると、「面白い」「楽しい」といっ
た言葉をよく口にします。それはうそ偽りのない本音ですが、ある思いから
積極的に「農業は楽しい」と発言している面もあります。私には、子どもが
２人います。私は父の後を追って就農しましたが、同じように自分の子ども
たちにも農業に憧れてほしいという思いがあるのです。もちろん、父親であ
る私が「憧れて」と頼むのは違いますし、代々続いているからといって農家
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赤紫色と白のグラデーションの「苅部ネギ」
さまざまな色の「苅部人参」

を継ぐことを押し付ける気はありません。あくまでも子どもたちが主体的に
憧れ、家業である農業を継ぎたいと思ってほしい。そのために、私の日々の
仕事ぶりから農業の楽しさが伝わればと考えているのです。
また、直売所や新品種の開発を始めて以降、さまざまな業種の方から声が
掛かるようになりました。飲食店はもちろん、
教育や福祉などの関係者の方々
ともつながりができ、加工品をつくったり講演を行ったりする機会をいただ
いています。そうした方々から声が掛かるのも、私が農業を楽しんでいるか
らこそだと思います。もちろん、ただ「農業って楽しい」と口にしたり、見
た目の変わった野菜をつくったりするだけで、農家としての本分を見失って
しまっては意味がありません。いうまでもなく、農家の本分はおいしい野菜
をつくることです。そのためにも、父から教わった土づくりなどの基礎を怠
らず、
より良い野菜をつくるために努力を重ねていかなければと思っています。
そもそも私が農業を楽しめるのも、代々受け継いできたものがあるからで
す。これまでに１００品目以上の野菜を手掛けてきましたが、個人的に一番

「すごい！」と思うのが「西谷ネギ」です。旬である４月の「西谷ネギ」は、
風味も食感も格別です。さらに、その種を白井茂さんのお父さんがよそから
西谷に持ち込まれたことにも敬意を抱いています。詳しい経緯は分かりませ
んが、新しい品種を在来種として根付かせるには、並々ならぬ熱意や意欲が
あったはずです。ですから、
「西谷ネギ」の種を守ることはもちろん、そうし
た先人のチャレンジ精神も受け継いでいきたいと思っています。代々育んで
きた畑に加え、貴重な在来種の「西谷ネギ」もある。こうした恩恵に感謝し

https://fresco-karube.com
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ながら、
これからも自分なりに農業を楽しんでいきたいと考えています。
（談）
苅部博之さんの野菜は、下記
店舗で購入できます。
●苅部農園
野菜直売所
フ レ ス コ
「FRESCO」
横浜市保土ケ谷区西谷 1-1-16
（西谷駅北口から徒歩 3 分）
TEL.090（2646）4147
営 月・水・ 金 曜 の 14:00 ～
18:00（祝日の営業は要確認）
休 日・火・木・土曜、3 月～
4 月上旬

SotEtsu Information

ジョイナステラス二俣川 ウェブサイト

」を連携させることで、
スマー
Throne
トフォンだけでなく「ＡＩさくらさ
ん」からもトイレの混雑状況の確認
ができます。
相鉄ビルマネジメントでは、ＩＣ
Ｔを活用したウィズコロナ時代の新
しい商業施設を目指していきます。

「ジョイナステラス二俣川」
にAI チャットボットと
トイレの空き情報配信サービスを開始

相鉄グループの相鉄ビルマネジメ
ントでは、お客さまのお問い合わせ
に対して、 時間対応でＡＩ（人工
知能）がチャットで回答する、ＡＩ
チャットボット「ＡＩさくらさん」
を「ジョイナステラス二俣川」のウェ
ブサイトや公式アプリに導入しま
した。
ま た、 同 施 設 内 に あ る ト イ レ の
空きや混雑状況をスマートフォンな
どから確 認 することができるサー
バ カ ン
ス ロ ー ン
」 と、 ト イ
ビ ス「 VACAN Throne
レの個室内に設置したタブレットに
配 信 す る と と も に、 個 室 外 の 混 雑
や個室滞 在時間を表示するサービ
エ ア ー ノ ッ ク アッズ
」も開始しました。
ス「
A
irKnock
A
ds
なお、「ＡＩさくらさん」
と
「 VACAN
https://joinus-terrace.com/

絵本「しゅっぱつ しんこ～う！」
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※「AIさくらさん」は、㈱ティファナ・ドットコムが提供
するAI接客システムです。
※「VACAN Throne」および「AirKnock Ads」は、
㈱バカンが提供するトイレの混雑状況を可視化する
サービスです。

価
格 1,320円（税込み）
販 売 店 舗 「SOTETSU GOODS STORE」／そうてつローゼン（全
55店舗）／有隣堂 横浜駅西口ジョイナス店・ららぽーと
海老名店／横浜髙島屋 ６階 おもちゃ売り場／くまざわ書
店（ジョイナステラス二俣川店・さがみ野店）／ブックポー
ト２０３（緑園店・大和店）／ TSUTAYA 鶴ヶ峰駅前店
／ TSUTAYA BOOKSTORE（相鉄ライフ三ツ境･弥生
台店）／天一書房 瀬谷店／精文館書店 下瀬谷店

そうにゃんの新作絵本
「しゅっぱつ しんこ～う！」
を販売中
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36
37

ジョイナステラス二俣川「AIさくらさん」
画面イメージ

相模鉄道のキャラクター「そ
うにゃん」を主人公としたオリ
ジナル絵本の新作「しゅっぱつ
しんこ～う！」を販売していま
す。
今回で４作目となるこの絵本
は、相鉄線の安全運行を支えて
いる「鉄道信号」について、
「そ
うにゃん」と一緒に学べる内容
となっています。
」
「 SOTETSU GOODS STORE
や「 そ う て つ ロ ー ゼ ン 」
（全
店舗）
、
「横浜髙島屋」、
「有隣堂
横浜駅西口ジョイナス店」
、
「く
まざわ書店 ジョイナステラス
二俣川店」など全 店舗で取り
扱っています。
68

そうてつインフォメーション

2
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SotEtsu Information
そうてつインフォメーション

10

れのお客さまやご高齢のお客さまなど、
全てのお客さまが安心してご利用いた
だけるよう、ホームドアの設置を進め
てまいります。

38
39

湘南台駅のホームドア
（本年3月28日より運用開始）

杉田耕一

駅のホームドアを新設・運用開始

相 鉄 グ ル ー プ の 相 模 鉄 道 で は、
２０１７年から設置を進めている駅の
ホームドアを、本年新たに二俣川駅お
よび大和駅、湘南台駅の３駅に設置し、
運用を開始しています。
これ は、 相 模 鉄 道 が
駅ホームにおけるより一
層の 安 全 性 向 上 を 目 的
に、１日平均乗降人員数
が 万人以上の駅や主要
駅からホームドアの設置
を進めているもので、既
に設置が完了している横
浜 駅 と羽 沢 横 浜 国 大 駅
を合わせ、設置済みの駅
は５駅となりました。
今 後 も、お 子 さ ま 連

HOPE FOR SMILE

横浜ベイシェラトン
ホテル＆タワーズ
セールス&マーケティング部
セールス
アシスタントマネージャー

このコーナーでは、相鉄グループが行っ
ているさまざまな取り組みを紹介しま
す。今回は、横浜ベイシェラトン ホテ
ル＆タワーズの地域貢献プロジェクト
「HOPE FOR SMILE」について、同ホテ
ルの杉田耕一さんにお話を伺いました。

大和駅１番線ホームドア
（本年3月14日より運用開始）
は

伺 った の
話を
お

−地域貢献プロジェクト−
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〜相鉄グループの取り組み〜

SotEtsu Information
そうてつインフォメーション

「大根ポタージュ de元気」

当ホテルは「Ｂｅｓｔ Ｓｍｉｌｅｓ
Ｆｏｒ Ｙｏｕ 最 高の笑 顔をあなた
に」を企業理念として掲げています。その
理念に基づいて、地域社会に貢献できるよ
うな支援活動やチャリティーイベントなど
を企画・実施するため、昨年から「ＨＯＰ
Ｅ ＦＯＲ ＳＭＩＬＥ」のプロジェクト
をスタートしました。
新型コロナウイルス感染症が拡大す
る中で奮闘されている医療従事者の
方々を支援するため、昨年の４月から５月
にかけて横浜市内の６カ所の医療機関にカ
ツサンドなどを無償提供しました。
また、新型コロナウイルス感染症の影響
で飲食店への出荷が大幅に減少し、野菜
を廃棄せざるを得ない状況にあった農家

洋食総料理長の磯貝徹さん

ありがたいことに、大変な日々を過
ごされている医療従事者の方々から
お礼の手紙や感謝状をいただきました。ま
た、農家の皆さまにも、とても喜んでいた
だきました。当ホテルでは、環境負荷の低
減などＳＤＧｓに関するさまざまな取り組
みを実施しています。今後も少しでも地域
社会に貢献できるよう、誠心誠意「ＨＯＰ
Ｅ ＦＯＲ ＳＭＩＬＥ」に取り組んでい
きたいと思っています。

「ＨＯＰＥ ＦＯＲ ＳＭＩＬＥ」の
活動内容を教えてください。

Q

の方々を支援する取り組みも行いました。
当ホテルでは２００８年から食品の残さを
堆肥化して利用するリサイクルを行ってお
り、約 軒の農家と契約しています。そこ
で、三浦半島の農家のもとを訪れて収穫体
験などもさせていただいた上で、特産であ
るダイコンを使った商品の開発を行いまし
た。それが、洋 食総料理長の磯貝徹が考
案した「大根ポタージュ 元気」です。こ
のポタージュは今年１月から販売しただけ
でなく、日本料理「木の花」の「特 製風
呂吹き大根（非売品）
」と合わせ、横浜市
内の医療従事者に無償提供しました。

「ＨＯＰＥ ＦＯＲ ＳＭＩＬＥ」とは、
どのような取り組みですか？

農家への視察の様子

de

農業生産者への支援

医療従事者への支援

30

ＳＤＧｓへの取り組みを通じた地域貢献

A

Q
A

「ＨＯＰＥ ＦＯＲ ＳＭＩＬＥ」への
反響や、今後の展望は？

●横浜ベイシェラトン
ホテル＆タワーズ
https://www.marriott.
co.jp/hotels/travel/
tyoys-yokohama-baysheraton-hotel-andtowers/

40
（＊）
「大根ポタージュde元気」
は販売終了しています。
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Q
A

「HOPE FOR SMILE」
ここがポイント！

海老名駅
ト

ラ

ッ

ト

リ

ア

レ

ガ

ー

ミ

Trattoria Legami
心地良い風を感じながらテラス席で楽しむ
こだわりのイタリア料理

理も豊富で、スパゲッティだけではなく、

送の鮮魚などが楽しめます。パスタ料

手打ちした麺も魅力的。
「
＂見た目は無

海老名駅から少し離れた史跡・相模

骨でも、最高においしい＂のが僕の思

タリオリーニ、リガトーニ、カサレッチェ、

イタリア語で＂絆＂を意味する言葉。

うイタリアらしい味」という通り、力

国分寺跡の豊かな緑に囲まれて、おしゃ

お店のオーナーにしてシェフでもある

れで静かにたたずむ︻Trattoria

剱持恵一さんは、この海老名の地で生

天気の良い日はランチタイムだけ利

強さを感じる料理がシェフの特徴です。

Legami︼
。店名の＂Legami＂は、 キタッラなど、素材やソースに合わせて

ますが、この辺りだけは昔と変わらず、

43

まれ育ちました。
「街は発展を続けてい

https://www.sotetsu.co.jp/future/into_tokyo/

用できるテラス席で、心地良い風とイ

「相鉄レコードプロジェクト」特設サイト

緑が豊かなままです。流行に流されず、

相鉄線に乗ってこの曲を聴いてみてください。

優雅なひとときを過ごしてはいかがで

作詞・作曲した「相鉄レコード」全26駅のミュージックビデオを
公開しています。音楽と車窓の風景が同期しているので、ぜひ

タリアを感じながら、ワインを片手に

皆さまにお寄せいただいた、相鉄線沿線の好きなところを基に

海老名市国分南1-6-27
（ 海 老 名 駅 徒 歩12分 ）
TEL.046（408）1870
営 11:30 ～ 15:00（L.O.
14:00）
、17:00 ～ 23:00
（L.O.22:00）
休 月曜
https://www.sotetsu.
co.jp/fan/meiten/
restaurants/trattorialegami/

地域に根差して長く愛される店を目指

しょうか。

「相鉄レコード」全26駅のオリジナルソングを公開中

シェフが丁寧に手づくりする料理は、

「SOTETSUあしたをつくるPROJECT」

しています」と語ってくれました。

ローマやフィレンツェを中心とする伝統

ブオイル、レモンなどでシンプルに味付

的な中部イタリアの料理。塩、オリー

けし、旬や素材にこだわり食材の良さ

LINE公式アカウントを友だち登録していただくと、名
店の最新情報やお得情報をLINEでお届けします。
登録は右記QRコードからどうぞ。

入した牛肉や豚肉、函館の漁師から直

https://www.
sotetsu.co.jp/
fan/meiten/

を生かすのが特徴で、ヨーロッパから輸

相鉄沿線名店プロジェクトでは、地域に根差した「こ
だわり」の名店をご紹介しています。詳しくは、右記
QRコードからアクセスしてください。

※新型コロナウイルス感染症の影響で、営業時間や定休日、メニューなどが変更になる場合があります。
詳細は上記電話番号にお問い合わせください。
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そ

オススメ！

一番人気の
「唐揚げ」
は、単品やテークア
ウトもあり。また、こ
ちらのお店はバリア
フリー仕様になって
相鉄ライフ
いて、キッズスペース
さがみ野・
なども備えています。
さがみ野駅
東柏ヶ谷

Café
くろすぽいんと

こ

な

今号のテーマ

TEL.045
（453）
8303

カフェで楽しむ本格絶品そば
看板商品のそばは、国産そば粉を使い、2日間熟
え び
成させたつゆと合わせたもの。ランチは
「ミニ海老天
「鴨の生ハム
丼とお蕎麦のセット」
（写真、990円）や
の温玉シーザーサラダとお蕎麦のセット」
（1,120円）
「天せ
など5 種類（いずれも1ドリンク付き）。この他、
などの単品や季節限定メニューもあ
いろ」
（1,480円）
り、一品料理や日本酒も豊富にそろっています。

・
東柏ケ谷
近隣公園

●海老名市東柏ケ谷1-6-12
大貫ビ ル104 営 11:30 ～
17:00（ ランチは15:00まで、
14:30L.O. 15:00 以 降 は
テークアウトのみ）
休日
・月曜

Café くろすぽいんと
（205）
6700
TEL.046

キッズメニューもそろう多彩な手づくりランチ
海老名市の「えびなの名店」にも選ばれている人気
居酒屋グループが手掛けるカフェ。ランチは
「唐揚げ
や
「手作り手ごねハンバーグ」
プレート」
（写真、790円）
（990円）など定番 5 種類と日替わり数種類に加え、
あります
（いず
「キッズプレート」も２種類
（各580円）
。
「アップルパイ」
（490円）
などの自
れも1ドリンク付き）
も評判。
家製デザートやオーガニックティー
（400円）

こ

←海

老名

カフェの
ランチ
オススメ！

そば は 風 味 も 喉 越
しも ◎。14：00以降
は、そば 粉とくず 粉
み
を合わせた
「 蕎麦美
づき
月（
」780円 ）などの
国
（八 道16
自家製デザートも楽
王子 号
街道
しめます。
）

たち ばな

「そば打ちは難しい
横浜ビジネス
ことが多いですが、
パーク
日々の試行錯誤を
前向きに楽しんでい
ます」と語る、店主
の瓜田亜沙美さん

蕎麦café
粉々奈
天王

橘樹神社
環
状
１
号

「幅広い世代のお客
さまにくつろいでいた
だけるように、
料理に
も店の雰囲気づくり
にも気を配っています」
と語る、店長の國見
尽
（くにみじん）
さん

ば

蕎麦café 粉々奈

町駅

帷子川

横

●横浜市保土ケ谷区天王町
2-46-6 プルミエ天王町202
営 11:30 ～ 21:00
（ ランチは
14:00まで、20:30L.O.）
休 月曜、
第2・4日曜

特典
特典
本誌をご提示の上ランチ
メニューをご注文の方に
は、100円引き
（2021年6
月末まで・本誌1冊につ
き1名さまのみ有効）
。

※新型コロナウイルス感染症の影響で、営業時間や定休日の変更、およびテークアウトのみの営業となる場合があります。
45詳細は各店の電話番号にお問い合わせください。

本誌をご提示の上そば
の単品かセットメニュー
をご注文の方には、
「ア
イスクリーム」を1皿サー
ビス
（2021年6月末まで・
本誌1冊につき1名さま
のみ有効）。
Photograph:Akutsu Kuninobu

44

オススメ！

食材編

トウモロコシ

夏野菜の中で高い人気を誇る

高い糖度とみずみずしさが特徴

「トウモロコシ」
。横浜市内の農家

の「サニーショコラ」は生でも食

は、早朝に収穫したものをすぐに

べられます。炭水化物や食物繊

直売所へ出荷するなど、甘味が

維などの栄養素がバランスよく含

強く最もおいしい状態で食卓に

まれ、中でもリノール酸は血中コ

並ぶよう努めています。代表的な

レステロールを抑える働きがあり、

品種は「ゴールドラッシュ」や、

生活習慣病予防の効果も期待で

ボリューム満点の「おおもの」
。

きます。

駅
弥生台駅弥生台
西が岡
1丁目相鉄ライフ
･
弥生台

国際親善
総合病院

領家

珈琲園 1丁目

弥生台
駅入口

B★MARLIN●

●横浜市泉区弥生台26-5
営 10:00 ～19:00
（ランチは
11:30～14:30、18:30L.O.）
休 火曜

トウモロコシは鮮度が命。収穫してから時間がたつと、栄養や味
が落ちやすいので、新鮮なうちに食べてください。蒸す・ゆでる
といったシンプルな調理法がオススメ。トウモロコシ本来の甘さ
を存分に味わえますよ。
トウモロコシ生産農家 平本順一さん

※新型コロナウイルス感染症の影響で、営業時間や定休日が変更になる場合があります。
詳細は、上記電話番号にお問い合わせください。
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珈琲園
TEL.045
（812）
3131

本誌をご提示の上ドリ
ンク類をご注文の方に
は
「本日のおすすめケー
キ」を半額で提供［季節
限定品を除く］
（2021年
6月末まで・本誌1冊につ
き1名さまのみ有効）。

店舗に近い上瀬谷農業専用地区はトウモロコシの栽培が盛ん
で、夏の人気商品です。売り切れ必至なので、早めに来店を。
ぜひ、もぎたてのおいしさを味わってください。
横浜市瀬谷区本郷2-32-10 TEL.045（304）9599
営 9:30 ～ 17:00
休 毎月第1火曜、年末年始 他
協力／JA横浜

店主の瀬川和駿（か
ずとし）さんは地産
地消に関する知識
も豊富で、横 浜市
認定の「はまふぅど
コンシェルジュ講座」
を修了しています
コ ー ヒ ー

特典

●JA横浜
「ハマッ子」
直売所 瀬谷店

おさかな広場

和川
阿久

ランチプレートでは
主菜だけでなく副菜
にも地元の野菜がた
くさん使われ、旬の
味 を堪能 できます。
丁寧 に い れられ た
コーヒーも格別。

地元の旬を堪能できる喫茶店
1983年の開店以来、地元の人を中心に親しまれて
いる喫茶店。一番人気のランチは、地元・泉区産の
野菜をふんだんに使った「日替わり珈琲園プレート」
（写真、メインやサラダなど4品付き1,100円、ミニデ
。手づくりジャムを使っ
ザート・ドリンク付き1,380円）
た「シフォンケーキ」
（450円）などのデザート、ドリッ
プ式やサイフォンでいれたコーヒーもオススメです。

※新型コロナウイルス感染症の影響で、営業時間や定休日の変更、およびテークアウトのみの営業となる場合があります。
詳細は各店の電話番号にお問い合わせください。

「食材編」にあるように、今が旬のトウモロ
コシは味も栄養価も抜群。そんなトウモロ
コシを使った、家庭でも手軽につくれるレ
シピをご紹介します。ぜひ、
お試しください！
レシピ編

〈4人分〉

米………………2合
水………………400ml
トウモロコシ…１本

塩…………小さじ1/2
Ⓐ しょうゆ…大さじ1
酒…………大さじ2
バター………15g

つくり方
❶ 米をとぎ、
たっぷりの水（分量外）に30分ほど浸し、
ざるに上げて5分置く。
❷ トウモロコシは包丁で実をそぎ落とし、芯は鍋に
入る長さに切る。
❸ 鍋に米2合と400mlの水を入れ、Ⓐを加えて混
ぜる。トウモロコシの実を入れた上に芯をのせ、
ふたをせずに中火にかける。
❹ 沸騰して小さな泡が出た後、全体から湯気が立
ちねっとりした大きな泡に変わったら、ふたをし
て極弱火で10分加熱。その後、火を止めてその
まま10分蒸らす。
❺ バターをのせ、ふんわりと混ぜて完成。

料理研究家
鈴木佳世子
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企業や自治体の料理教室や食育・防
災セミナーなどの講演活動、企業の
レシピ開発、防災マニュアル開発も
行う。JA横浜「クッキングサロン ハ
マッ子」料理 講 師、野 菜ソムリエ、
料理教室「ｋｓ-ｃａｆｅ」主宰、
（一社）
危機管理教育研究所防災クッキング
アドバイザー他

バターしょうゆ香る
トウモロコシごはん

材料

ポイント

❷で、トウモロコシは半分に切ると実をそぎ
落としやすいです。
❸の水の量はお好みで調整してください。
トウモロコシの甘さとバターしょうゆの風味
が相性抜群で、冷めてもおいしいごはんです。
芯を入れることで風味良く仕上がります。
48

地域のイベントなど、
人前でパフォー
マンスを披露するのは緊張しますが、
チームのみんなと一緒に踊ることは
大好きです。得意なのは側転に似て
いる
「ロンダート」
という技です。もっ
と練習して、技のレパートリーを増
やしたいです。

相鉄線

教わった通りにきちんと踊れたり、
みんなと動きがぴったり合ったりし
たときに、
「チアリーディングって
楽しい！」と思います。先生や年上
の人たちのダンスを見ると、
「私は
まだまだだな」と感じます。もっと
きれいに踊れるようになりたいです。

沿線

2

ＮＰＯ法人

若葉台スポーツ・文化クラブ

人まで２千 人近い会 員 が

当

クラブでは、子どもから大

おり、さまざまなスポーツや文化

の教室、イベントなどを実施して

人が所属しています。

います。チアリーディング教室は

以下の約
20

２０１８年にスタートし、中学生

チアリーディングの基本は、チー

とです。子どもたちにはチアリー

ム一丸となって人を元気づけるこ

ディングを通して協調性などを培

感じてもらえたらと思っています。

中村悠ゆ り
里さん

山中結ゆ い な
菜さん

うとともに、人を応援する喜びを

み さき
咲さん
佐藤心

々さん
村下奈

沿線の
「総合型地域スポー
ツクラブ」
（＊）でスポーツ
や文化活動に取り組む子
どもたちを紹介します。

お話を伺ったのは

一つの曲を踊れるようになるまで、
何カ月も練習することもあります。
練習した分だけ上達できるので、特
に大変さは感じません。最終的に
しっかり踊れるようになって、チー
ムのみんなで良いパフォーマンスが
できると、大きな喜びを感じます。

何人かで1人を持ち上げて支える
「スタンツ」という技があります。
支える側は力がいるし、みんなで息
を合わせるのは大変ですが、上手に
できるととてもうれしいです。練習
して新しい技ができるようになるこ
とにも面白さを感じています。

写真提供／ NPO法人 若葉台スポーツ・文化クラブ
取材協力／公益財団法人
神奈川県スポーツ協会 一般社団法人 神奈川県総合型スポーツクラブネットワーク
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DATA

NPO法人 若葉台スポーツ・文化クラブ
メール wakabadaisp1@yahoo.co.jp http://wakabadaivosc.sweethome.jp
（＊）総合型地域スポーツクラブについては下記ウェブサイトをご覧ください。
http://www.sports-kanagawa.com/works/club.php

チアリーディング
コーチ
はる か

大窪陽香さん
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沿 線 ト ピ ックス

ズーラシア

よこはま動物園

インフォメーション
vol.15

ズーラシアの動物たち

〈 ボウシテナガザル〉
赤ちゃん特有のふわふわ プロイの両親
右：コーリー︵メス︶
白い毛になったプロイ
左：ゴピット︵オス︶

タイやカンボジアなどの東南アジアの温暖、かつ雨量の多
い熱帯雨林地域に生息し、家族単位で樹上生活をしている
テナガザルの仲間です。果実や木の葉を主食としながら、昆
虫や小鳥、小鳥の卵などの動物質も食べることがあります。
オスの体は手足の先と顔の周り以外は全て真っ黒ですが、
ぎんかいしょく
メスは銀 灰 色で胸と頭が黒いことが特徴で、オスもメスも耳
の上の毛が帽子をかぶっているように見えることが、名前の由
来といわれています。また、日本では3施設、13頭しか飼育を
されていない貴重な動物です。
今年の1月には、待望の赤ちゃん「プロイ
（メス）
」が誕生し
ました。今回は人工哺育になりましたが、プロイは最初からミ
ルクをよく飲みよく寝て、元気に成長しています。今はまだ全
身が真っ白ですが、これから徐々に大人の体の色に変化をし
ていきます。これからも「プロイ」の成長を見守ってくださいね。
イベント情報

夏の到来を告げる鳥

「鳴かぬなら鳴くまで待とうホ

そんなホトトギスの鳴き声は

家康の性格を表した句で、他

「 キョッキョッ キョキョキョ

にも織田信長や豊臣秀吉につ

キョ」という特徴的なもので、

いてのものも知られています。

例えとして「特許 許可局」と

これらをはじめ、古来よりさま

聞こえるともいわれています。

ざまな歌に詠まれ、日本人に

この鳴き声は6月にはよく聞く

はなじみ深いホトトギスですが、

ことができます。こども自然公

実は一年中日本にいるわけで

園でも、ホトトギスの鳴き声や

はありません。5月以降に東南

姿を観察することができます。

アジア方面から日本にやってき

お土産紹介

て、秋にまた戻っていく渡り鳥
です。

海のいきものSOS展

6月2日（水）～ 8月30日（月）
場 所 ホッキョクグマ水中ビュー
内 容 現在、地球環境の変化によって多くの野生動物が
悪影響を受けています。本企画展では、ズーラシ
アで飼育している動物の生態や野生での現状を中
心に、温暖化やプラスチックごみ問題に直面する
海で暮らす生き物たちについて紹介します。

うというものです。

トトギス」
。ご存じの通り徳川

たくらん

また、ホトトギスには「托卵」

開催日

という珍しい習性があります。
これは自分で巣をつくらず、ウ
SOW（ sense of wonder）
シリーズ（ホッキョクグマ）
2,500円（税込）

▼

横浜市旭区上白根町1175-1 TEL.045（959）1000
開園時間／ 9:30 ～ 16:30（入園は16:00まで）
休園日／火曜
鶴ケ峰駅または三ツ境駅からバスで約15分

最新の情報は、ズーラシアのウェブサイトをご覧ください。
http://www.hama-midorinokyokai.or.jp/zoo/zoorasia/
※新型コロナウイルス感染予防対策として、土・日・祝日の入園には事前の予約が必要となります（非対象となる場合もあります）
。また、本誌
掲載のイベントなどが今後中止・変更となる場合があります。詳しくは、上記ズーラシアのウェブサイトまたは問い合わせ先にてご確認ください。

グイスなどの他の種類の鳥の
巣に卵を産み、自分ではなくそ
の巣の親鳥にひなを育ててもら

こども自然公園
横浜市環境創造局
北部公園緑地事務所

好物の毛虫を捕まえたホトトギス。
こども自然公園にて（撮影：鈴木清美）

横浜市旭区大池町65-1 TEL.045（353）1166
二俣川駅から徒歩15分、南万騎が原駅から徒歩7分

［取材協力］横浜市環境創造局 北部公園緑地事務所
NPO法人こども自然公園どろんこクラブ
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御朱印さんぽ

に

子

其の八

相鉄・J R直通線

いっし
ょ
もと
ど

寺社参拝の証しに押印される「御朱印」
。相鉄線と直通先であるJR線の
沿線に点在する神社やお寺を巡り、
「御朱印」をご案内します。

JR渋谷駅と原宿駅の中間付近に鎮座している
「穏田神社」。この辺りはかつて「穏田村」という
のどかな農村で、水車などが点在していた往時の
ふ がく
様子は葛飾北斎の代表作である「富 嶽 三十六景」
にも描かれています。穏田神社の創建は不明です
が、江戸時代までは「第六天社」と呼ばれており、
明 治 時 代になって現 在の 社名に改 称。 明 治18
ごう
（1885）年には、近くにあった「熊野神社」を合
し
祀しました。
お も だるのかみ
あ や か し
「阿夜訶志
穏田神社の御祭神は「淤 母陀琉神」
こねのかみ
くし み け ぬ の か み
「櫛 御 食野神」。美容や技芸上達、夫婦
古泥神」
円満、万物創造の神として信仰されています。

其の六

家庭で手軽にできるヨガを
誌上レクチャーします。
今 回 のポイントは 体 幹 で
す。疲れにくく、健康的な
身体を目指しましょう。

其の七

通常の御朱印（初穂料300円）の他、月替わりの御朱印（見開き
のものは初穂料600円、書き置きのみ）もあります
ヨガインストラクター

小野田貴代

ヨガインストラクター養成講師を
経てオンラインを中心に活動。メ
ディア監修やコラム執筆、ラジオ
パーソナリティーとしても活動。
「家
族ヨガ・だれでもヨガ」が定評。

穏田神社
渋谷区神宮前5-26-6
（JR渋谷駅・原宿駅から徒歩約10分）
TEL.03（3407）7036
御朱印受付時間：11:00 ～ 16:00
https://onden.jp

其の五
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お ん で ん じ ん じ ゃ

今回のヨガポーズに関するより
詳しい解説の動画をYouTubeの
「たかヨガ 小野田貴代チャンネ
ル」にアップしています。ぜひ、
チェックしてください！

穏田神社

橋のポーズ
膝を立ててあおむけになります。お子さんをおなか
の上に乗せて支えるか、
両手を床に添えます。ゆっ
くりとお尻を持ち上げて20秒ほどキープします。

其の六

3

猫のバランスポーズ
四つんばいの姿勢になり、左足をまっすぐ後ろに
伸ばします。余裕があれば右手も伸ばすか、お
子さんをさすります。反対側も同様に。

Vol.2

其の二

2

おなかの
引き締め・
体幹強化
エクササイズ

1

背中のストレッチ
両膝を立てて座ります。両手はお子さんか、太も
もの裏に添え、背中を丸めます。次に背中をまっ
すぐ伸ばします。5回繰り返します。

※社務所は不在の場合もあるため、御朱印については事前にご連絡ください。
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路

線

図

※川越～池袋間は
主要駅のみ掲載

田園調布
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2022年度下期
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新綱島（仮称）
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相鉄・東急直通線
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個人情報の取り扱いについて
①お客様の個人情報は、相鉄瓦版の制作に関する使用目的以外に使
用することはありません。
②お客様の個人情報は厳正に管理し、個人情報保護法に定める個人
情報取扱事業者として適正に取り扱います。
③お客様の個人情報の取り扱いについては、
下記URLをご参照ください。
https://www.sotetsu.co.jp/privacy-policy/
相鉄瓦版は、相鉄グループのウェブサイトでもご覧いただけます。

https://www.sotetsu.co.jp/kawaraban/default.htm
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2021年6月1日
発行：相鉄ホールディングス㈱
横浜市西区北幸二丁目9番14号
相鉄お客様センター TEL.045（319）2111
［平日9:00 〜 19:00 土休日9:00 〜17:00］
※平常営業（新型コロナウイルス感染拡大防止の
観点で､ 営業時間を変更する場合があります）

