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ちばぎんアプリ LINE Facebook

ちばぎん
アプリ＆SNSはコチラ

役立つ情報を配信中！

暮らしと地域の応援マガジン

「地域商社」が
地域を売り込む！

特集

食欲の秋！チバザポークと
チバザビーフを食べよう！

ちばカルチャー・トリップ
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＊写真提供：産経新聞社

　最近、ヘルスケアや医療にも人工知能（AI）がどんどん普及しています。
いろいろな新しい検査や薬が次々 に開発されており、医師が個人の経験だ
けによって診断や治療を行うことは簡単ではありません。
　そこで、最新医療では、これまで多くの医師が経験的に行ってきた診断
や治療のやり方を大量のデータからAIに学習させ、分析結果を活用するこ
とで、専門の医師と同等以上の精度で診断や治療ができるようになってき
ています。例えば、眼底写真からさまざまな病気を判別することや、内視
鏡検査動画からどこに癌があるのかを見つけるといったことが可能です。
　では、今後AIは医師の仕事を奪ってしまうのでしょうか？
　そうではない、と私は考えています。AIは過去にデータがない新しい病
気や治療法に対しては判断ができないことがあります。AIが提示した診断
や治療法の中から最終的に治療方針を決めて、患者さんに説明することは
今後も人間の医師の役割になるでしょう。また、新しい病気に対して治療
法を開発するのも、まだ人間にしかできない仕事です。
　私たちは、人間とAIが補い合いながら、最適な診断、治療、研究を行う
ような仕組みをつくっていきたいと思います。

ちばぎんからのお便り《健康篇》
～安心とゆとりのある毎日のために～

今回のちばぎんからのお便り《健康篇》は、
千葉大学大学院医学研究院 人工知能（AI）医学　川上英良先生にご寄稿いただきました。

ちば
彩時記

　近隣農家から届いた落花生を水洗いし、網に広げ、裏返しなが
ら太陽光と風に当てて数日間じっくりと干す「落花生の天日干し」
作業。
　全国有数の落花生の産地として知られる八街市では、かつては
秋になるとよく見かけることができました。近年では、この製法で
作られる落花生は少なくなってしまいましたが、落花生の加工・販
売を手がける老舗の「ますだ」では、甘みや旨味が増すといわれる
昔ながらの天日干し加工を、今でも守り続けています。

落花生の天日干し八街市

人工知能（AI）と医療

人工知能（AI）が
あると助かるなぁ

安心して治療が
受けられるなぁ

検 索ますだの落花生　天日干し



地域には、そこにしかない地域資源がたくさん眠っています。

農水産物、歴史、景観などの多彩な地域資源を活用した

商品やサービスを開発し、販路を開拓するなど、

新たなビジネスに取り組む「地域商社」が注目を集めています。

今回の特集では、 「地域商社」 とは何なのか、

どんな機能を期待されているのかをわかりやすく紹介します。

「ちばぎん商店」（ちばぎん100％出資の地域商社）も

10月から事業をスタートしますよ！

　国内の多くの地域では、人口減少による経
済縮小、雇用機会の減少といった「負のスパイ
ラル」が起きています。この状況を変えていく
ためには、地域内の農水産物や観光スポット
などの地域資源を掘り起こして、地域外に売
り込むことで、お金を稼ぎ、そのお金を地域
内で循環させることが必要です。
　しかし、地域の事業者だけで競争力のある
商品やサービスを生み出すことは簡単ではあ
りません。そこで、地域資源を効果的に売り込
む仕組みをつくる「地域商社」が求められるよ
うになってきました。

　地域資源に磨きをかけて売り込み、経済を
活性化する「地域商社」に不可欠な機能は・・・

❶ビジネスモデルを創出する機能
地域資源を活用して、付加価値の高いビジネス
モデルをつくる。

❷地域外のお金を獲得する機能
地域資源を活用した商品やサービスを売り込
み、地域外からお金を流入させる。

❸地域内の経済循環を促進する機能
地域の原材料・人材・技術を活用することで、地域
内でお金を循環させる持続可能な仕組みをつくる。

眠っていた地域資源が
魅力的な商品やサービスに！

なぜ今、「地域商社」が
必要なのか？

地域商社に求められる
3つの機能とは？

地域を売り込む！
「地域商社」が

　地域商社の活動形態は、流通型、メーカー
型、プロジェクトメイク（PM）型に分けられま
す。近年では、地域資源を活かした商品や
サービスをゼロからつくるPM型の取組みが
日本各地で活発になってきました。 
　地域商社の活動主体は、民間企業・団体、第
３セクター、行政（地方自治体）の3区分に分
類されます。民間企業のなかには、地域の銀
行も含まれ、地方銀行などが活動主体を担う
事例も増えています。

形態も主体もさまざまな
地域商社が生まれている

　地域の銀行には、ビジネスの基礎的な素養
とともに、地域振興に対する高い志を併せ
持っている人材が集まっています。
　そうした人材が、地域の豊富な情報や、広
範な地元のネットワークを駆使して活動する
メリットは、計り知れません。もちろん、地域
における信用力や金融関連のノウハウも大
きなアドバンテージになります。
　金融庁も規制緩和などを通して、銀行の地
域商社参画を促しており、地域の銀行が設立
する地域商社は日本各地に広がっています。

地域の銀行が
地域商社を担うメリット

特集
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　ふくおかフィナンシャルグループ傘下
の「iBankマーケティング」が運営する
エンニチでは、同グループが営業地盤と
する九州地方の地域産品である、佐賀
県の「有田焼」や長崎県の「波佐見焼」
のほか、岐阜県の「美濃焼」などを販売
する「オンライン陶器市」を開催。おう
ち時間を彩るセット商品やアウトレット
商品なども期間限定で取り扱い、誰も
が気軽に地域産品を購入できる機会を
提供しています。

iBankマーケティング
オンラインで
陶器市を開催！

　大分銀行が中心となって設立された“大
分ならでは”にこだわったライフスタイル・
ショップ「Oita Made」は、精密板金加工
の長尾製作所（大分県佐伯市）とセーラー
万年筆の橋渡し役となって、高級万年筆
「JAPAN BLUE（ジャパンブルー）万年
筆」を開発。実店
舗・オン ラ イン
ショップを活用し
た販路の拡大とと
もに、高いモノづ
くりの技術を活か
した地域産品の裾
野拡大に貢献しま
した。

Oita Made（オオイタメイド）
地元企業とメーカーの
橋渡し役となり、
万年筆を開発！

　第四北越フィナンシャルグループが中心となって設立した「ブリッジにいがた」は、新潟のアンテ
ナショップ「ブリッジにいがた」を東京・日本橋にオープン。食料品・生活雑貨などの県産品を首都圏
で販売し、県外への販路拡大を図ってい
ます。「販路開拓事業」「観光振興事業」
「生産性向上事業」を3本柱とした多角的
な地域事業者支援の取組みを行い、
2021年3月には内閣官房まち・ひと・しご
と創生本部による「地方創生に資する『特
徴的な取組事例』」にも選ばれています。

ブリッジにいがた
県外への販路拡大をはじめ、多角的に地域事業者をサポート全国各地で、さまざまな

地域の魅力を発信する
多様な地域商社が
活動しています！  

　「ファーマーズ・フォレスト」は、道の駅などの地域交流拠点を各地に設置し、各拠点で地元企業
とタッグを組んで新たな地域産品を開発
し、販売している栃木県の地域商社で
す。その他、クラフトビールの醸造や飲食
店経営、地域ブランドアンテナショップ
の運営、農業体験・就農支援事業など、
さまざまな地域の魅力を発信する事業
を行っています。

ファーマーズ・フォレスト
道の駅などの地域交流拠点から地域の魅力を発信！

ちばぎん商店
次ページで
特集します！

　「あきた森の宅配便」では、秋田県産の山菜を採れたての状態で届けてくれる「天然山菜採り
代行サービス」を展開。30人の地元住人が「山の名人」として登録され、注文を受けると「山の
名人」が里山で希望の山菜を
収穫し、大都市圏にインター
ネットをつうじて販売する仕
組みを提供しています。

あきた森の宅配便
とれたての山菜をインターネットで販売！
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　5月10日（月）、ちばぎんは地域の優れた商品・サービスの販路開拓・マーケティング支援など
を行う地域商社として、「ちばぎん商店株式会社」を設立しました（当行100％子会社）。
　地域の優れた商品・サービスの販路開拓・マーケティング支援をつうじて、地域内での経済循
環システムを構築し、お客さまや地域社会の持続的な発展に貢献することを目的としています。

地域商社「ちばぎん商店」オープン

新しい千葉のブランドを生み出すプロジェクト

地域活性化や取引先の本業支援などに取り組む
「ちばぎん商店」は、ちばぎんが設立した地域商社です

　ちばぎん商店では、独自のクラウドファンディングサイト「C-VALUE
（シーバリュー）」を2021年10月（予定）にリリースし、本サイトをつうじて
商品・サービスを販売します。
　ちばぎんグループや事業パートナーのネットワークとノウハウを活用し、
「ここにしかない」新商品・千葉の「本当に良いもの」を生み出します。

「5つのC」を連携させ「CHIBA」の新たな価値（VALUE）を生み出す
「Challenge（挑戦）」 「Create（創る）」 「Community（コミュニティ）」

「Collaboration（共同）」 「Cycle（循環）」

C-VALUE

「C-VALUE」スタート

WEBサイトイメージ

ちばぎん商店事業内容

FEATURE 01 地域ブランド商品等の企画
新商品開発・ブランディングにかかるノウハウの提供や販路開拓支援

FEATURE 02 クラウドファンディング運営事業
購入型クラウドファンディングサイトの運営をつうじた地域事業者等の
新商品・サービス開発や地域課題解決にかかる案件組成の支援

FEATURE 03 EC運営事業
ECサイトの運営をつうじた地域産品・サービスのプロモーションや
マーケティング等の販売支援

FEATURE 04 上記に付帯する各種イベントの企画及び運営事業
銀行店舗等を活用したマルシェ・催事販売等

株式会社正上

「創業寛政十二年 十代目　渾身のうなぎしぐれ煮」
　創業寛政12年。味を造って200年。しょうゆ屋
がはじめた佃煮屋。十代目のこだわりが詰まっ
た渾身の逸品を、C-VALUE限定で販売します。
　坂東太郎（利根川近在）に位置する、古来よりの
うなぎ問屋（戸村川魚店）のその時期選りすぐりの
うなぎを使用。生山椒は、旬の季節に手摘みにて
収穫。収穫時期は年間で1週間のみと、まさに宝
石。生の香りがお楽しみいただけます。また、ぶ
ぶあられは、創業大正12年の京都鳴海屋が国産
もち米で作っています。うなぎ茶漬に彩りを添え
てくれます。

Countless River

詳細については、ちばぎん商店のHPをご覧いただくか、
ちばぎん商店にお問い合わせください。

https://www.c-value.jp/
■ちばぎん商店株式会社 TEL:043-201-8811
■ちばぎん商店HP

「素材を活かした味わい　市原市発　イチハラカバン」
　目の肥えた革製品マニアが集まる銀座という
街で人々を唸らせる革製品を作り続けた職人の
工房は、市原市にありました。　

「made in Ichiharaで故郷に恩返ししたい」
　この道20年の職人が、モノづくりの街として
の市原市の魅力を発信するため、C-VALUEで
オリジナルブランド「イチハラカバン」を立ち上
げます。
　もっちりと吸い付くような質感とみずみずしい
光沢をもった革製品は、時がたつにつれ手放せな
くなるような存在となります。革の味わいを愉し
める一品をお届けします。

C-VALUEに掲載予定の
プロジェクトを一部ご紹介

※HPは10月1日（金）に開設予定
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ちばぎんは「サステナブル・ファイナンス」を推進しています
　ちばぎんでは、環境保全に対する当行グループの取組姿勢を明文化した「ちばぎんグループ環境方針」の
もと、環境課題や社会課題の解決を資金使途とする「サステナブル・ファイナンス」を推進しています。
　7月30日(金)には、野村不動産ホールディングス㈱の包括型サステナビリティ・リンク・ローン・フレーム
ワーク（包括型SLLフレームワーク）※1制定にあたり、ちばぎんがコーディネーターとして策定支援を行うと
ともに、本フレームワークに基づくサステナビリティ・リンク・ローン（SLL）※2を取り組みました。なお、包
括型SLLフレームワークを活用したSLLの取組みは国内初となります。

ちばぎんインフォメーション＆トピックス
CHIBA BANK Information & Topics

将来性・独自性のある地域発の新事業を支援！

ATMよりおトク！

ひまわりベンチャー育成基金　2021年度上期助成金交付

　ちばぎんは、賛助会員企業19社の皆さまのご協力をいただいて運営する「公益財団法人ひまわりベン
チャー育成基金」を通じて、地域経済活性化につながるベンチャー企業の新事業を支援しています。8月
24日（火）には、2021年度上期助成金交付先に選出された5社に、総額1,500万円の助成金を交付しました。

交付先累計 226社　交付総額 6億9,100万円

企業名 事業・研究開発内容

（株）へルパーリンク スマホーつで繋がる、離れて暮らす親の様子が届くサービス

（株）トライアングルプロダクツ 小線源治療における高精度ゲル線量計測定システムの開発
（株）Seaside Consulting 国内初、農地を活用した環境配慮型バナメイエビ陸上養殖事業

ミラックスセラピューティクス（株） DPFタンパク質阻害薬の開発
新日本繊維（株） 反物質を活用した放射線遮断無機組成物の開発

　6月21日（月）に、ちばぎんの公式アプリ「ち
ばぎんアプリ」に新機能が追加され、ますます
便利になりました。
　当行間での振込機能に加え、他金融機関へ
の振込機能を追加し、銀行窓口やATMへ行か
ずにスマホでいつでも・どこでも・簡単に振込
手続きができます。
　原則24時間即日入金が可能で、ATMより
も手数料がお安くなります。指紋認証・顔認証
にも対応しており、セキュリティ面においても
安心してご利用いただけますので、ぜひこの
機会に「ちばぎんアプリ」をご利用ください！

「いしがみひまわりプロジェクト」
地域の持続的発展に貢献する

　「ちばぎんグループSDGｓ宣言」における社会・環境課題の解決に資する
取組みの一環として「いしがみひまわりプロジェクト」を行っています。
　本プロジェクトは、菜の花畑で有名な市原市石神地区で、ちばぎんのバ
ンクフラワーであるひまわりを育て、春の菜の花、秋の紅葉と並ぶ夏の観
光名所をつくり、地域の持続的発展に貢献することを目的としています。
　7月10日(土)には地元里山団体の「石神なの花会」、「市原DMO（市原市
観光協会）」、「小湊鐵道」と当行役職員・職員家族約100名のボランティア
が参加してひまわりの苗約4,000本を植え、8月にはたくさんの花を咲かせ
ました。

↑ひまわりの苗を植える

↑開花したひまわり

DJ帆足由美のヤッホー通信
　たっぷりあるおうち時間を使って、保存食作りにいそしんでいます。この春夏で
作ったのが、甘酢らっきょう、にんにく酢、塩レモン、ちりめん山椒、新生姜の甘酢漬
け、梅干し、梅シロップ、バジルソース、ピクルス。手間暇かけて作った保存食は季節
の香りがギュッと詰まって、手前味噌ではありますが実に美味しく、食卓だけでなく
気持ちまで豊かにしてくれる気がします。また、ガラス瓶に詰まった保存食が棚にず
らっと並ぶさまはなかなか美しく、時折眺めてはニマニマしてい
る私なのです。かくして、保存食作り熱はますます拍車がかか
り、買い込んできたレシピ本２冊のページを繰っては次は何を作
ろうかと考える日々ですが、そろそろ棚のスペースが、ね。

※１SLLフレームワークを制定した融資先は、同社のSDGｓ・ESG戦略を支援する金融機関を主導的に募り、本フレームワークを
活用したSLLの取組みが可能。

※２金利条件などと融資先のサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット（持続可能な経済活動および経済成長をするための
目標）に対する評価を連動させ、その達成状況に応じて、インセンティブやディスインセンティブが発生する融資。

bayfm（ベイエフエム78.0MHz）日曜午後2時から午後4時の「BAYSIDE 
FREEWAY（ベイサイドフリーウエイ）・CHIBAGIN TOP OF MARIVE」
（ちばぎんグループ提供）は、帆足由美さんのDJでオンエア中！

「キッズフリマ+ECO」環境とお金についての教育イベント
　ちばぎんは7月、 イオンモール（株）とNPO法人キッズフリマが千葉県内のイオンモールで開催する、
環境とお金についての教育イベント「キッズフリマ+ECO」に協力しました。
　「キッズフリマ+ECO」は、小学生以下のお
子さま限定で、自分で使っていたおもちゃな
どを売ったり、自分のお金で買ったりするフ
リーマーケットです。ちばぎんはイベントのな
かで、「お金の大切さ」や「銀行の役割」につ
いての特別レクチャーを行いました。 ↑子ども限定フリーマーケット ↑両替ブース

iPhoneをご利用の方 Androidをご利用の方

お振込は「ちばぎんアプリ」で

● 画像はイメージです。

千葉銀行宛の振込なら
手数料無料！

ちばぎんアプリ

他金融機関宛の振込も
簡単・スピーディー！

振 込
するなら

ダウン
ロード

は

 こちら
から♪

※「iPhone」「App Store」は、
　Apple Inc.の商標です。

※「Android」「Google Play」は、
　Google LLCの商標です。
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ちばカルチャー・トリップ

チバザポークと
チバザビーフは、
なぜおいしいの？

　千葉県は全国有数の畜産県でもあり、令和元年の家畜の飼養頭羽数は、全国で
乳用牛が第6位、肉用牛が第18位、豚が第5位、採卵鶏が第2位と、首都圏への畜産
物の供給基地としての役割を担っています。
　近年はどの畜産物もさらに品質が向上し、「チバザポーク」や「チバザビーフ」など
のブランド化が進んでいます。

　豚や牛にストレスを与えないような飼育方法を採用したり、栄養バランスを考え
た配合飼料を与えるなど、生産者の皆さんが工夫を凝らして、肉質の向上に努めて
います。
　こうしたきめ細かな取組みの結果、各地の銘柄豚肉・牛肉の個性が際立ったおい
しさが生まれます。

全国有数の畜産県、首都圏への畜産物の供給基地

工夫を凝らした飼育方法で、レベルの高い肉質に

チバザポークと
チバザビーフを
食べよう！

食欲の
 秋！

千葉のお肉っておいしいね！

たくさ
ん

種類が

  ある
のね！

＊写真および画像の提供：千葉県畜産協会

千葉県の北部地域には関東ローム層の肥沃な畑作地帯と、

養豚産地が広がっています。また、日本酪農発祥の地であり、

豊かな自然に恵まれた大地は、おいしい牛肉の生産地でもあります。

そこで今回のカルチャー・トリップでは、県産の銘柄豚肉・牛肉である

「チバザポーク」と「チバザビーフ」を紹介します。

地元で育まれた豚肉や牛肉をたっぷりと味わってみませんか？

↑チバザポーク ↑チバザビーフ
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安房地域

君津地域
夷隅地域

長生地域
市原市

千葉市

葛南地域

　　なでしこポーク（山武市）  薬に頼らない健康な豚

https://chibathepork.jp/ http://chibathebeef.jp/

チバザポーク
販売推進協議会

チバザビーフ
協議会

　　房総ポーク（県内各地）
専用飼料とたっぷりの愛情で育った自慢の豚

　　ロイヤル三元（県内各地）
純植物性飼料のみで飼育

　　マーガレットポーク（県内各地）
植物性乳酸菌をたっぷり与えて育てた豚

　　千葉県産いもぶた（旭市など）
さつまいも育ちの健康豚

　　ダイヤモンドポーク（県内各地）
極上の白く輝く脂身

　　林SPF（県内各地）
総（ふさ）の銘豚（めいとん）

県内の
チバザポークと
チバザビーフ

　　オリヴィアポーク（匝瑳市）
こだわりのオリーブ粕入り配合飼料で飼育

　　笑顔大吉ポーク（成田市）
こだわりの一貫経営

　　緑茶豚（匝瑳市）
飼料製造から養豚まで責任ある一貫体制

　　花悠（旭市）
自然に近い環境でゆったりと飼育

　　千葉県旭市特産日の出ポーク（旭市）
広大な北総台地の上の農場で健康に育った
旭市の特産

　　かぶらきSPF豚（旭市）
こだわりの飼料を給与して健康に育った
美味しいSPF豚

　　ひがた椿ポーク（旭市）
生産者が明確な、自慢の豚肉

　　柏幻霜ポーク（柏市）
霜降りが入っている上質なお肉

　　野田さくらポーク（野田市）
爽やかな旨味

　　坂東ケンボロー（野田市）
川辺で育てられた貴重品種

　　コウゴ牧場牛（旭市）
自社牧場のきめ細やかな管理のもと
育った牛肉。直営の焼肉店あり

　　ナイスビーフ（銚子市）
安全性にこだわる指定配合飼料を給与

　　卯の花牛（匝瑳市）
おから（卯の花）を飼料として給与、牛と
環境にやさしいエコフィードで育った牛肉

　　恋する豚（東庄町）
乳酸菌入りの飼料ですこやか育ち

　　東の匠SPF豚（東庄町）
匠が誇る上質の豚

　　アボカドサンライズポーク（香取市）
イベリコ豚を超えた味わい

　　元気豚（多古町）
兄弟豚だけを一緒にゆっくりのんびり飼育

　　みやざわ和牛（東庄町）
自農場一貫（繁殖から肥育まで）で
生産された牛肉

　　北総花牛（佐倉市）
千葉県の特産品でもある落花生を給与、
口溶けのよい旨味のある脂質の牛肉（交雑牛）

　　北総和牛（富里市など）
千葉県の特産品でもある落花生を給与、
口溶けのよい旨味のある脂質の牛肉（黒毛和牛）

　　かずさ和牛（県内各地）
融点が低くあっさりとした脂質が特徴の牛肉

　　しあわせ絆牛（県内各地）
牛の健康に留意し、漢方・生薬の素材に含まれる
植物性多糖体とビタミンEを給与（交雑牛）　　千葉さわやかポーク（県内各地）

本物をお届け（現在、生産休止中）

海匝地域
かいそう

その他地域

香取地域
かとり

東葛飾地域
ひがしかつしか

山武地域
さんぶ

印旛地域
いんば

　　せんば和牛（県内各地）
千葉県で生産される飼料及び粗飼料等を
できる限り利活用し育てられた牛肉（黒毛和牛）

　　せんば牛（県内各地）
千葉県で生産される飼料及び粗飼料等を
できる限り利活用し育てられた牛肉（交雑牛）

　　八千代牛（県内各地）
八千代牛乳ブランドを提供する千葉北部
酪農農業協同組合が生産（乳用牛）

　　八千代黒牛（銚子市など）
八千代牛乳ブランドを提供する千葉北部
酪農農業協同組合が生産（交雑牛）

　　若潮牛（県内各地）
風味豊かで脂肪もきめ細やかな牛肉

　　しあわせ牛（県内各地）
牛の健康に留意し、漢方・生薬の素材に含まれる
植物性多糖体とビタミンEを給与（乳用牛）

　　しあわせ満天牛（県内各地）
牛の健康に留意し、漢方・生薬の素材に含まれる
植物性多糖体とビタミンEを給与（黒毛和牛）

海匝地域
かいそう

香取地域
かとり

東葛飾地域
ひがしかつしか

山武地域
さんぶ

印旛地域
いんば

1413



ひとつのコンテナに野菜と花を仲良く寄せ植えして育ててみませんか。
メインの野菜は、ケールの仲間で人気上昇中の「カーリーケール」。
フリル状の柔らかな葉で、苦味がないので生のままサラダで食べられます。
周囲には、花色が豊富で寒さに強い「ビオラ」と「スイートアリッサム」を。
愛らしい小花が土をカバーして、野菜を寒さや乾燥から守ってくれます。
土の中では根に共生する微生物が多様になり、病気に強くなるメリットも。
自然の力を生かしながら、春先まで続く収穫を楽しんでください。

次号は、
「観葉植物」

です！

カーリーケールは草
丈15cmくらいに育っ

たら、下の葉から収穫開始。
周囲の花の日当たりがアッ
プして咲き続けるので、花殻
（咲き終わった花）をまめに
摘み、定期的に液体肥料で
追肥を。

15 16

たなか やすこ

くらしにもっと植物を

船橋在住のイラストレーター、ガーデニングクリエイター。
「ベランダ寄せ植え菜園」（誠文堂新光社）など著書多数
https://www.greengloves.jp

植物は好む栽培環境
が同じ種類を選ぶの

が基本。今回は日当たりを
好む植物同士の組み合わせ
で、水は土が乾いたらたっ
ぷりと与えます。土は花と
野菜用の有機培養土が適し
ています。

カーリーケールの草
丈が30cm程になった

ら、葉の収穫はそろそろ終わ
りにして、次は茎と葉の間か
ら伸びる「菜の花ケール」の
収穫を。黄色い花を咲かせる
と茎が硬くなるので、つぼみ
のうちに収穫をします。

上に向かって伸びる
カーリーケールを真ん

中に、周囲に這うように広
がるビオラとスイートアリッ
サムを外側に少し傾けなが
ら植えつけると、鉢の縁まわ
りが隠れて自然な雰囲気に
育ちます。

育て方のポイント

野菜のカーリーケールと、

寒さに強い小花を一緒に

カーリーケール（中央）
ビオラ（左右奥）
スイートアリッサム（手前）

植物名
基本データ

地中海沿岸（ケール、スイートアリッサム）
ヨーロッパ（ビオラ）

原産地

生育適温
10℃～20℃ ケールは15℃～20℃
＊ケールの葉の収穫は11月～2月（茎と葉の間
から伸びる「菜の花ケール」の収穫は3月）
＊ビオラ、アリッサムの花期は10月～5月

＊メインの野菜は、リーフレタスなどでも同様に
育てられます。
＊花の色は、同色のグラデーションに白をプラ
スすると品良くまとまります。
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ショップ・ストリート
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今回は、とっておきの「お取り寄せグルメ」をご紹介します！

　「とよんちのたまご」は、自家配合した飼料で育てた
鶏から産まれる、おいしくて、安心・安全なたまごにこだ
わる豊和養鶏場（旭市）の直売所です。新鮮な特濃たま
ごや、厳選された上質なたまごを使った人気のたまご
スイーツ（プリン、バウムクーヘンなど）、お惣菜（店舗限
定）などを買い求めることができます。なかでも注目の
商品は、「たまごかけごはんギフトセット」。豊和養鶏場
が誇る最上級たまご“王卵”のおいしさを堪能するため
に、こだわりのしょうゆやお米までセットになっていま
す。大切な人へのプレゼントに、あるいは頑張った自分
へのご褒美にしてみませんか。「こんなギフトをもらって
みたい！！」と思わせるサプライズな商品です。

●問い合わせ先：千葉旭店 TEL.0479-62-8330　＊10時～18時

とよんちのたまご　たまごかけごはん 検索
梨の里（6個入・1,512円／8個入・2,052円／12個入・2,916
円／16個入・3,780円／税込／送料別途）。ほかにも、船橋
らしさや千葉県らしさを大切にしたお菓子がいろいろ

　千葉県ならではの贅沢なご当地グルメを味わい
たいなら、「食のちばの逸品を発掘2021」の一般部
門「金賞」に輝いた「房総真鯛と黄金鰺のお茶漬け
セット“彩”」がおすすめです。南房総で水揚げされた
真鯛と黄金鰺の切り身（下味が付いている）を使っ
たお茶漬けで、「網元の宿ろくや」の総料理長が手
がけた上品な出汁が付いています。冷凍状態で届い
たものを解凍して、温めた出汁をご飯にかければ、
海の豊かな香りが広がるお茶漬けの出来上がり。
真鯛と黄金鰺の切り身と出汁の旨味が口のなかに
広がります。出汁がたっぷり入っているので、ご飯は
多めでもおいしくいただけます。

●問い合わせ先：TEL.0470-28-4926　＊9時～17時

ろくや　お茶漬けセット 検索
房総真鯛と黄金鰺のお茶漬けセット“彩”（税込3,280円／
送料別途）は、房総真鯛 胡麻、房総真鯛 柚子胡椒、房総
黄金鰺 梅、房総黄金鰺 生姜（写真）の4つの味が楽しめる

　兄弟豚だけを一緒に飼育し、ゆったりとした豚舎
で伸び伸びと育てる「元気豚」（多古町）は、千葉県
産の銘柄豚肉「チバザポーク」のひとつです。サシ
（お肉の赤身の間にある脂肪）の入りやすい血統を
厳選しているので、脂身の部分も甘みがギュッと詰
まっていて、噛むほどに旨味を感じます。コクのある
特製の味噌ダレに、ほどよい厚みの元気豚のロース
肉を漬け込んだ「元気豚 ロース味噌漬」は、人気
No.1のロングセラー商品です。解凍したら、中火で
肉の両面を軽く焦げめがつく程度焼くだけ。味噌と
の相性は最高で、柔らかいお肉のおいしさを引き立
ててくれます。

●問い合わせ先：TEL.0120-593-029　＊9時～17時（月～土曜）

健康育ちの元気豚　ロース味噌漬 検索
元気豚 ロース味噌漬 10枚セット（税込3,870円／送料
別途）。そのほかに、元気豚のおいしさを実感できるシュー
マイやカレーなどの加工品や精肉も豊富にそろっている

　「見て綺麗で、食べておいしい和菓子を」という思い
で、ひとつひとつ丁寧に心を込めてお菓子作りをしてい
る扇屋。そんな老舗の和菓子屋さんが、地元船橋らし
さを表現したお菓子を長年考え続けて、名産の梨の風
味いっぱいの「梨の里」が誕生しました。新高梨(船橋
産）のピューレを白餡に煉り込んだ梨餡を、船橋産の
小松菜パウダーを入れたバター風味の生地に包んで、
しっとりと焼き上げています。ぎっしりと詰まった梨餡
は、豊かな梨の風味と、みずみずしくクリーミーな食感
が特徴。小松菜を使うことで、梨の緑が見事に表現さ
れています。見た目もかわいらしい逸品を、ぜひ味わっ
てみませんか。

●問い合わせ先：TEL.047-465-6716　＊9時～19時（水曜・第2木曜定休）

扇屋　梨の里 検索

「食のちばの逸品を発掘2021」の直売所部門「銀賞」

たまごかけごはんギフトセット（税込3,000円／王卵10個、
北魚沼産コシヒカリ3合、高知県産たまごかけ専用宗田節、
たまごかけごはん用醤油、金銀燻製たまご4個／送料別途） 

ご贈答やギフトにもおすすめ

＊ご紹介している情報が変わることもありますので、最新情報は各店ウェブサイトかお電話でご確認ください。

最上級のたまご“王卵”を使った極上の“たまごかけごはん”

とよんちのたまご  たまごかけごはんギフトセット

「食のちばの逸品を発掘2021」の一般部門「金賞」

ろくや   房総真鯛と黄金鰺のお茶漬けセット“彩”
噛むほどに旨味を感じるチバザポーク「健康育ちの元気豚」

ジェリービーンズ   元気豚 ロース味噌漬

御菓子処　扇屋    船橋名産菓 梨の里

※燻製たまごは金銀セットのものになります


