グルッペファームで

田植えしてきました！

私︑研修生月田︒野菜を知り尽くす八百屋
を目指してグルッぺに入社しました︒グルッ
ぺに入社した理由が主に二つあります︒一つ
はまかない︒食い意地が張っているというの
もありますが 笑
( ︑)実際に売っている物をい
ろいろな調理法で食べさせてもらえる︒料理
初心者な私としても大変勉強になるというこ
と︒そしてもう一つが︑グルッぺファームの
存在です︒食の改善のためには︑安心で美味
しい野菜たちが必要です︒それらを間近に育
て︑学び︑伝えていく場所︒グルッぺファー
ムは私にとって一大ムーブメントだと思いま
した︒
そして入社して２カ月の私にも︑そのチャ
ンスが巡ってきたのです︒この日が来るのを
待ちに待っていました！
今回は田植え！日本人の食生活の原点だと
思います︒もちろん農薬や化学肥料や除草剤
３０センチ︒こ
は使いません︒３０センチ ×
れは︑今回私達が苗を植えた間隔です︒一つ
一つの苗に土からの栄養を行き渡らせるため

に一般よ
り広く間
隔を取り
ました︒
９人が並
んで目印
に目がけ一斉に苗を植える︒また︑３０セン
チ後退をして一斉に植える︒ここで大切なの
は苗を優しく植えること︒深すぎず︑浅すぎ
ず︒深すぎると育ちにくく︑浅すぎると風で
倒れてしまう︒そのギリギリで植える︒
﹁リズム！リズム！﹂と掛け声をかける人
や︑リズムに乗り切れない人を応援してくれ
る人︑みんな一つになって頑張りました︒田
植え初体験の私は︑足を取られないようにし
ながら︑優しく苗を植えていくのに四苦八苦
でした︒繰り返すこと５時間︒私はとうとう
最後までリズムに乗ることは出来ませんでし
たが︑苗を優し
く﹁元気に育っ
てくれ♥﹂とい
う想いだけは込
め︑なんとか手
作りの３０セン
チ間隔が出来上
がりました︒一
方隣の田んぼで
は︑機械を使っ
て同じことを１
時間程でやって
のけていまし
た︒隣に比べる

7月号

梅雨の蒸し暑さや夏の猛暑は、身体にかなりのダメージを与
えますね。特に高温に湿気がプラスされると、身体が重たく
なってだるさを覚えたりします。このような時は、とにかく
身体から余分な水分を排出することが先決です。そこで、む
くみとりの効果が大きい冬瓜をとりあげ、効用と料理法を紹
介いたします。
冬瓜は、冬の字が使われていますが旬は夏です。丸ごとなら冬まで保存できるために冬瓜と
名付けたようです。効果は利尿作用によるむくみ取りと暑気あたり、頻尿、口の渇きによく、
身体の熱を冷ましてくれます。冷やす作用があるため、冷え性の場合は摂り過ぎに注意してく
ださい。
冬瓜は、まず種の部分を包丁で切り取り、適度な大きさに切って白い果肉まで皮をむき、皮
目は硬めなので格子状にかくし包丁を入れます。それを出し汁で煮て酒やみりん、醤油で味付
けし、最後に葛や片栗粉でとじてとろみをつけます。冬瓜そのものは淡白な味なので、だしに
貝柱や干しえびなどとよく合います。冬瓜はすぐに煮えて軟らかくなるので、5 分ほどしたら
チェックしてみてください。また、短冊か千切りにして塩でもみ、よく絞ってサラダにしても
美味しいです。さらに、角切りを一旦茹でこぼしてから、甜菜糖などを加えて蜜煮にし、最後
にレモン汁を少々たらすとすっきりとしたデザートにもなります。それから、皮を捨てずに 5
分ほど煮出すと利用作用のあるお茶にもなります。こうしてみると丸ごと使える優れものです
ね。
それから、冬瓜はそのまま冷蔵庫で保存するよりも、お料理にしてから保存した方が日持ち
します。これから暑さが増してくるので、冬瓜を使って暑熱を取り去り、身体をケアしましょう。
やおやの料理教室、講師
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教会通り店の 2 周年イベントが無事に
終了しました。沢山のお客様に来てい

話題のグルキャラを探せ！
【第３回】

ただけた事が本当にうれしかったです。

ん？この子どこかで見たな〜
何のラベルだっけ？
持ってるものがヒントだよ！
《レベル３》

「おめでとう！」と言う言葉を胸に、
３年目も頑張って行こうと思います。

と私達の田んぼは︑苗の間隔が広い分少し頼
りなさげにも見えましたが︑私の植えた健気
な苗達が我が子のように思え 月
( 田未婚 ︑)愛
おしくさえなりました︒
実は私は︑幼少よりアトピー性皮膚炎を
患っており泥水に触れることが少し不安でし
たが︑苗を植え泥に触りながらもまったく荒
れず︑痒くもならず︑それどころか心地の良
い感覚になっていました︒天然の泥パック効
果だったのでしょうか？
その後は畑を見学し︑ネギ畑の雑草取りと
土寄せを経験しました︒
あっという間の 日
1 でした︒

東京に帰って来てからも︑興奮冷めやらず
私は田んぼや畑のことが気になり︑考えるだ
けでは飽き足らず︑一週間後に単独でグルッ
ぺファームを再訪してきました︒心配だった
田んぼの苗はたったの一週間で驚くほど根付
き引っ張っても抜けないほどにまで成長して
いました︒倒れている苗もほとんどなく︑健
気に思えた我が子達は立派に立っていまし
た︒その脇に栄養を奪い取ろうとヒエなどの
草が生えてきていたので除草してきました︒
私の愛しき稲・野菜たちよ︒私は今田んぼと
田んぼ！ Viva
畑！ 皆
畑に夢中です︒ “Viva
”
様に私のこの熱い想い届くかなぁ〜？︵荻窪
店 月田︶

特売日情報

７/２０（土）・２１( 日 )

荻窪店特売日

吉祥寺・三鷹店特売日

羽多としえ

＜６月号の答え＞

教会通り店特売日

７/２６（金）・２７( 土 ) ７/２７（土）・２８( 日 )

これは太陽油脂のハミガキ
粉の箱などにいる「洗太（せ
んた）くん」でした。
水遊びが大好き、横浜生ま
れのアライグマなのです。
好物は果物です☆
わかったかな？

６月は、
99％のお客様がレジ袋を断って下さいました。
22,711枚のレジ袋の節約
（石油
に換算すると454.2 Ｌの節約）
になりました。
ありがとうございました！
頂いたレジ袋代金は、
震災の義援金等に使わせていただきます。

吉祥寺店

〒180-0002 武蔵野市吉祥寺東町1-25-24
TEL 0422-20-8839 FAX 0422-20-8841
kichijoji@gruppe-inc.com
営業時間10：00〜19：30（日11：00〜19:00）

編集後記

三鷹店

〒181-0015 三鷹市大沢3-3-7
TEL 0422-34-0922 FAX 0422-34-0944
mitaka@gruppe-inc.com
営業時間10：00〜19：30（日11：00〜19:00）

湿気が多いと体の中の水分が停滞
して流れにくくなるらしい。特に
私の季節がやってきたなと、 ４０過ぎると。それでか。
( ウエダ )
にやり。 ( 久保田 )

荻窪店

教会通り店

〒167-0051 杉並区荻窪5-21-10
〒167-0032 杉並区天沼3-26-15
TEL 03-3398-7427 FAX 03-3398-8651 TEL 03-3398-1408 FAX 03-3398-1438
ogikubo@gruppe-inc.com
営業時間10：00〜19：00 木定休
営業時間10：00〜19：30（日11：00〜19:00）（日11：00〜19：00）

参議院選です。目前より遠い未
来をみつめたいと思います。
( やじ )

美味しいご飯が食べれて、雨もしのげて
お風呂にも入れて、寝る場所があるだけ
で幸せなんだと、ここ最近毎日自分に言
い聞かせてるボクは病んでるのか…（金）

グルッペスタッフランキング
ッと
ビァ〜 ！
ぜ
いこう

『ＢＥＥＲ』

３位

銀河高原ビール
シルバーボトル

・フルーティな味わいと、何本でも飲める後味。
・缶の方がコスパが良いが、やはりビンが美味い
・味わうビールとして楽しめる一本。

３位

カプチーナ
ヴァイツェン

スパイスに、オレンジピールとコリアンダー

350ml

円
350ml 283

円

ヤッホー
350ml280
ブルーィング

円
500ml395

￥２６２
久保田食品は高知県は土佐にある、創業５０年を越えるアイスクリームメーカー
さんです。県内ではデパートに直営店もあり、多くのスーパーマーケットやコ
ンビニエンスストアで取扱いがあり、四国では有名な存在。グルッペでは生果
物のおいしさがぎゅっと詰まったアイスキャンディーがお馴染みでしょうか。
果物は食べ頃を見計らって加工、バナナの皮むきやいちごのヘタとりは手作業
で行うなど、丁寧なものづくりをしています。「安全で美味しいものに手間を惜
しまない」をモットーに、大手メーカーでは出来ない、個性ある商品を数多く生み出しています。
そんな一品が今回ご紹介する、最中のアイスです。
もち米１００％の香ばしい最中。砂糖は北海道産のビートグラニュー糖を使用。乳化剤や安定剤は無
添加。「バニラ最中」の黒いつぶつぶは天然のバニラビーンズで豊かな味わいを演出。「抹茶最中」は
本場京都の宇治抹茶を使用。素材の良さにもこだわっています。
どちらも品のいい甘さで後味がすっきり。もうひとつ食べたくなる美味しさです。 （三鷹 矢嶋）

バニラ最中＆抹茶最中
棚の上からこんにちは
鈴木）

（吉祥寺店

水曜日のネコ

・燻製の香りが良い
・しっかりビールを飲んだという感じがする
・最初の一本にぜひ。

・本当にコクがある！黒ビール界Ｎｏ．1 ！
・じっくり飲むならこの黒ビール！
・コクがあっておいしい☆

ヤッホー
350ml
262
ブルーィング

グルッペの﹁日々是精進﹂

夏はくいくい飲んじゃいますね！
それにしても皆ビール好きだな〜！また票が割れちゃいました YO。

・爽やかでおいしい。缶のデザインも可愛い
のでみているだけでワクワクする
・女性でも飲みやすい
・フルーティな香りがよい。ぜひグラスで！

ヤッホー
ブルーィング

円

よなよな
エール
２位

ベルジャンホワイトエール

１位

・やっぱりこれでしょ！
ヤッホーさんの王道ビール。
・ほどよい味わいがある。甘すぎず、
でも濃厚。
・飲みやすい。香りも良い。

東京
ブラック
３位

280 円 シードが入っています。くつろげるご褒美ビール。

物のＪＡＳ規格﹂により詳しく
す︒農薬を使っていない土の中には
生産方法などが定められており︑有機野菜はなぜ高い？
たくさんの微生物がおり︑ミネラル
これらを満たしたものだけが︑
成分が豊富に作り出されます︒これ
﹁有機○○﹂とか﹁オーガニック
有機野菜は実際︑スーパーなどに らの栄養成分を吸収することで野菜
○○﹂と名乗ってよいこととなっ 並んでいる一般の野菜︵慣行栽培︶ はおいしくなります︒また︑化学肥
グルッペ と 有 機 野 菜 に つ い て
ています︒そして国の認定機関
よりも価格が高いことが多いです︒ 料を使って成長を促進される野菜は
グルッペは先の６月で創業３６年 から認定された生産物にだけ﹁有機 農薬・除草剤・化学肥料などを使用 どうしても土壌からの栄養分を十分
となりました︒﹁有機野菜﹂という言 ＪＡＳマーク﹂を付けることができ して大量に作られる野菜と違い︑有 に吸収することなく成長し収穫され
葉すら馴染みのない時代からスター ます︒この﹁有機ＪＡＳマーク﹂が 機農法では害虫や雑草の駆除に︑そ ます︒これらのことから︑たっぷり
トし︑﹁食の改善﹂を通じて﹁健康生 ひとつの目印になります︒
して肥料作りに手間をかけています︒ の栄養分をじっくりとその身に蓄え
活﹂を維持していくことを理念とし︑ また︑グルッペでは有機認定を受 それがそのまま生産コストとなって ることができる有機野菜はおいしく
現在も都内４店舗で営業を展開中で けてはいないが︑有機ＪＡＳ規格に います︒また︑手間をかけているの なるといえるのです︒
す︒
相当する手順でつくられた野菜も
に生産が安定しない︑流通量が少な
よく続いているものだな︑という 扱っています︒認定を受けていない いため移送も効率よく行えないと
グルッペでは︑
のが我々スタッフの率直な思いでも 野菜は︑﹁有機﹂という表示ができな いった面も含めてすべて商品価格に
あります︒ひとえに日々ご来店いた いため︑グルッペでは﹁農薬不使用﹂ 反映されます︒なのでやっぱり有機
グルッペは﹁有機野菜﹂とともに
だいているお客さまと生産者の方々 や﹁化学肥料不使用﹂といった表記 野菜は一般の野菜よりも高くなって 歩んできました︒創業当時からお付
がいらっしゃるからです︒グルッペ をとっています︒これらの有機︵的︶ しまうのです︒
き合いのある生産者さんたちは今な
のご利用ありがとうございます︒こ 栽培をしている農薬不使用の野菜は︑ ただ︑相場に左右されることがな お手間をかけて野菜を作って送って
こにあらためてお礼申し上げます︒ 有機ＪＡＳ認定野菜と同様に︑店内 く︑常に一定の価格で販売すること くれます︒次世代の生産者さんたち
３６年というとほぼ一世代になり ＰＯＰでは薄緑色の用紙を使用して ができるので有機野菜のほうが安い も増えました︒それら生産者さんた
ます︒最近ではお客さまもそうです それ以外の野菜と区別しています︒ ときもありますし︑季節や旬をはず ちは︑より安全で安心な食生活を守
が︑我々スタッフにも創業時を知ら
グルッペではその他に︑﹁減農薬野 した一般野菜は生産に経費をかけて るという意識のもと日夜研究を重ね︑
ない世代が増えてきました︒なので 菜﹂も同時に扱っています︒これは︑ いる分︑割高になっています︒それ 日々手をかけ作物を育てています︒
ここでもう一度グルッペで取り扱う 時期的なことと︑生産物の種別によ を考えれば︑旬に沿って有機野菜を 我々グルッペのスタッフは︑そんな
﹁有機野菜﹂について考察してみたい ります︒八百屋として店舗を構え︑ 選べば決して高すぎるということも 生産者さんたちを少しでも支えてい
と思います︒
お客さまを毎日お迎えする以上︑最 ないといえます︒
きたい︑そしてそんな作物を求めら
低限の品揃えが必要となります︒有
れるお客さまへより多く提供したい
機野菜だけで店舗を構成することが 有機野菜はおいしい？
という思いで毎日店に立っています︒
有機野菜とは？
できない現状において︑できるだけ
﹁有機野菜﹂のよさをもっと知っても
有機野菜とは︑人工的に作られた 安全な品揃えを追求した結果︑慣行
安全性を求めて有機野菜を選ばれ らい︑さらに広がることがグルッペ
肥料や農薬︵＝化学物質︶を使わずに︑ 栽培と比較して農薬の散布量を半分 る方は多いですが︑グルッペのお客 の願いであり︑そんな安全・安心で
自然のままのあるべき土壌等で栽培 以下に抑えた﹁減農薬野菜﹂も店の さまの多くはそのおいしさも求めて おいしい野菜を扱っていることがス
された野菜のことをいいます︒ただ ラインナップに加えています︒
ご来店されてるように思われます︒ タッフの誇りでもあります︒そして
化学肥料等を使わなければよいとい ︵日本では果物は一部の柑橘などを除 実際︑普段から有機野菜を扱い食す お客さまから︑﹁あれおいしかった
うものではなく︑﹁最初の収穫前２年 いてほとんど無農薬で栽培されてい ることの多いスタッフはそのおいし よ！﹂と言ってもらえることが一番
以上︑化学合成された肥料や農薬を ないという実情があります︒︶
さを実感しています︒ではなぜ有機 の喜びなのです︒
使わずに土作りされた農地で獲れた これらの有機ではない﹁減農薬野菜﹂ 野菜はおいしいのでしょうか︒その
︵吉祥寺店 ウエダ︶
もの﹂など︑細かく定義付けされて は︑白色の用紙でＰＯＰを作成し︑ 理由として野菜の味の良し悪しは︑
います︒正確なところは﹁有機農産 農薬使用状況を表示しています︒
実は土壌に大きく影響されるからで

売ってるけど買ってるよ！

