
J-station、広報誌「はばたき」はJA大阪南のホームページからもご覧頂けます

川西支店・・・・・・・・・0721-25-1453
富田林支店・・・・・・0721-24-2020
喜志支店・・・・・・・・・0721-25-2135
大伴支店・・・・・・・・・0721-23-2381
錦郡支店・・・・・・・・・0721-24-2306
東條支店・・・・・・・・・0721-34-3149
青葉支店・・・・・・・・・072-365-6001
河南支店・・・・・・・・・0721-93-2044
石川支店・・・・・・・・・0721-93-2316
太子支店・・・・・・・・・0721-98-0500

古市支店・・・・・・・・・072-956-0388
駒ヶ谷支店・・・・・・072-957-1212
西浦支店・・・・・・・・・072-956-0285
丹比支店・・・・・・・・・072-955-4281
埴生支店・・・・・・・・・072-939-0337
高鷲支店・・・・・・・・・072-953-0219
平尾支店・・・・・・・・・072-361-0073
黒山支店・・・・・・・・・072-361-0521
丹南支店・・・・・・・・・072-361-0031
赤阪支店・・・・・・・・・0721-72-1255

狭山東支店・・・・・・072-365-0024
狭山西支店・・・・・・072-365-0831
道明寺支店・・・・・・072-955-8885
藤井寺支店・・・・・・072-955-1386
河内長野支店・・・0721-53-3085
千代田支店・・・・・・0721-53-2308
高向支店・・・・・・・・・0721-53-2731
三日市支店・・・・・・0721-63-2226
加賀田支店・・・・・・0721-64-1212

金融店舗
営農指導課・・・・・・0721-80-3386
営農経済課・・・・・・0721-80-3370

その他

羽曳野店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・072-957-8318
河内長野店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0721-52-3733

農産物直売所「あすかてくるで」

太子営農経済センター・・・・・0721-80-3771
大伴営農経済センター・・・・・0721-25-9311
西浦営農経済センター・・・・・072-956-6100
高向営農経済センター・・・・・0721-53-0002
自動車農機整備センター・・・0721-24-5100
旅行観光センター・・・・・・・・・・・0721-25-8052
ローンセンター・・・・・・・・・・・・・・・0120-617-106

センター

●発行日／平成30年12月8日発行（年２回）　●編集・発行／大阪南農業協同組合  総務部企画管理課  富田林市甲田3丁目4番10号Ｊ-station vol.35 発行情報

ＪＡ大阪南インフォメーション
JA大阪南は、河南町、太子町、羽
曳野市、堺市美原区(小寺、大饗
及び菩提の区域を除く)及び松原
市丹南、千早赤阪村、大阪狭山
市、藤井寺市、河内長野市、富田
林市を事業区域とした農業協同
組合です。

ＪＡ大阪南ホームページ ＪＡ大阪南 検索検索http://www.jaom.or.jp

河南町

太子町

羽曳野市堺市
美原区

松原市

千早赤阪村

大阪
狭山市

藤井寺市

河内長野市

富田林市

本  店・・・・0721-25-1451

JA共済の
ご案内

※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせて頂きます。　※ご応募で取得した個人情報は、特にご質問・お問い合わせなどのない限り、賞品の
発送以外に利用いたしません。　※ご質問などがあった場合、該当部署よりご連絡させて頂くことがあります。

アンケート
に

答えて当
たる！

〒５８４－００３６ 大阪府富田林市甲田３－４－１０
ＪＡ大阪南「Ｊステーション３5号」係

応募先 平成30年12月28日（金）まで締切り

ハガキに①郵便番号・住所・氏名・年齢・電話番号、②ご希望の賞品（Ａ・
Ｂ・Ｃいずれか記号でお答えください）、③アンケートの答え（下記参照・
すべてお答えください）を必ずご記入のうえ、ご応募ください。

応募方法

①ＪＡは地域にとって必要だと思いますか？ （はい・いいえ）

②農産物直売所「あすかてくるで」で買い物を
　したことがありますか？ 

（羽曳野店・河内長野店・両方・いいえ）

③ＪＡ大阪南公式ＬＩＮＥ＠に登録していますか？ （はい・いいえ）

④農産物直売所「あすかてくるで」のポイントカードを利用していますか？ （はい・いいえ）
⑤Ｊ-stationで特集して欲しいことをお書きください
⑥本誌を読んだ感想や、ＪＡに対するご意見をご自由にお書きください

アンケート

※率直な意見をお書きください

読者プレゼント！！
添加物を入れず、フルーツを丁寧に
煮詰めて作ったジャムです。

イチジクジャム＆
ミカンジャム セット

B

カキとブドウをじっくり乾燥させた
こだわりのドライフルーツです。

柿チップス＆
ほしぶどう セット

15名様

C

バジルとニンニクが香る、パスタや
サラダにぴったりのソースです。

こだわりの
バジルソース

JA大阪南では、様々な商品を
取り扱っております。
詳しくは、お近くの支店窓口・
渉外担当者にお声がけ下さい。

特集「こだわりの逸品」でご紹介した加工品をプレゼント！

ハガキで    

応募してね♪

Main Food

作り方材料（ 4 人 分 ）

STATIONJ

ミカンたっぷりパンケーキ
カラダ喜ぶしあわせスイーツ！カラダ喜ぶしあわせスイーツ！

J A大阪南のことをもっと身近に感じる情報誌 「ジェイステーション」

❶ミカンは皮をむき、白いすじを丁寧に取
り除く。包丁で実を1/4の大きさに切る。
❷ボウルにホットケーキミックス、卵、
牛乳、ハチミツ、❶のミカンを入れて
よく混ぜる。

❸フライパンを熱し、分量外の油をひく。
❷の生地をスプーンですくって直径
7センチ程の円状にひろげる。弱火で
焼き、表面に泡が浮いてきたらひっくり
返し、両面を焼く。

❹ボウルに生クリーム、ヨーグルト、グラ
ニュー糖を入れて泡だて器で八分立て
にする。トッピング用のミカンは皮を
むき、薄皮を綺麗に取り除く。ナッツは
軽く砕く。

❺パンケーキの上にクリームをのせ、ミカ
ンをのせる。同様に生地を重ね3段にし、
1番上に生クリーム、ミカン、砕いた
ナッツをのせ、仕上げに粉糖を振りか
ける。

あすかてくるで河内長野店
遠藤　剛副店長
（えんどう　たけし）

野菜
ソムリエ

今回教えてくれる先生

地産地消
レシピ

栄養たっぷり

Vol.35
2018 Winter
（年２回発行）

ミカン（小）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2個
ホットケーキミックス・・・・・・・200g
卵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個
牛乳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150cc
ハチミツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
（ヨーグルトクリーム）
　生クリーム・・・・・・・・・・・・・・・・50ml
　ヨーグルト・・・・・・・・・・・・・大さじ2
　グラニュー糖・・・・・・・・・・大さじ1

（トッピング）
ナッツ、ミカン・・・・・・・・お好みで
粉糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

「あすかて
くるで」には

地元の農産
物が豊富に

揃ってるん
やね

南河内で広く栽培されているミカンは、
ビタミンＣやカロテン、クエン酸が豊富
で、風邪予防や疲労回復に効果がある
と言われています。また、白い筋や薄皮に
は整腸作用のあるペクチンが豊富で、
毛細血管の強化や、血圧の上昇を抑える
効果が期待できます。保存するときは、
風通しの良い冷暗所に置いてください。
箱入りのものは重みで傷む可能性がある
ので、底のものから食べたほうが良い
でしょう。

メイン食材

地元の農産物を使った
オリジナル加工品も
人気なんじゃよ

動画やブログなど、情報まんさい！
ホームページに遊びにきてね

ＪＡ大阪南
ホームページ

羽曳野店

河内長野店レシピの農産物はココで買えますシ の 産 は コ 買 ま

ミカン
めっちゃ

おいしそ
う♥

食べて
みたい

～！

詳しくは中面を見てね！

2０名様

A

2０名様



農産物直売所「あすかてくるで」河内長野店・羽曳野店では、地元で採れた旬の農産物はもちろん、出荷者のこだわりがギュッと詰まった加工品を販売しています。

品逸のりわだこ

フルーツを丁寧に煮詰めて作りました

自家製バジルとニンニクが香る魅惑のソース

白味噌はお正月のお雑煮にぴったり！

「手作りの味」を求めて 品逸のりわだこ

地元農産物を買うなら…あすかてくるでへＧＯ!!

９月４日、過去最大級の勢力で近畿地方を直撃した台風２１号は、大阪府
に大きな打撃を与えました。被害を受けられた皆様方には、心よりお見舞
い申し上げます。
大阪の南河内地区でも、ビニールハウスなどの施設が壊れたり、果樹が
倒れるなどの被害が多く確認されています。ＪＡ大阪南では、以下の復旧
支援を行って農業を応援しています。

被害があった今だからこそ、
地元農産物を食べて欲しい!!

※価格はすべて税込です。※時期により、出荷数が少なかったり、売り切れの場合がございます。ご了承ください

台風の被害に負けない！

応援しよう!!
みんなで地元農産物を

国産の餅米を丁寧に蒸してお餅を作っています。使用するあんこも、すべて手作り。添加物や着
色料は一切使わず、緑色はヨモギ、黒色は古代米、赤色はビーツなど、地場産の農産物を利用
して着色しています。国産の黒糖を使った黒糖もちや、春・秋にはおはぎも販売。手作りならでは
の、ほっこりする味わいが人気の秘密です。

出荷者／ＪＡ大阪南女性会 美原支部 農産加工部「美原あずき」

河内長野産の米と国産の大豆を使い、加工部のメンバーが全て手作りで味噌を
作っています。圧力鍋を使わず、大鍋でじっくり大豆を煮込み、丁寧にアクや皮を
取り除くのがこだわり。味噌は汁物、和え物だけでなく、クリームパスタのソースや
スープに入れてもよく合います。

かわちながのみそ

1987年の設立以来、30年以上味噌を作り続
けています。衛生環境に気をつけながら、12人
の部員でワイワイ楽しく活動しています。地元
の味を子供たちに伝えるため、小学校で味噌
作りの授業をすることも。ぜひ一度、河内長野
の味を食べてみてください！

【営業時間】 9：30~18：00
【  休 　日  】 毎週木曜日 （12/27を除く）
　　　　 　 年末年始

〈臨時営業日のお知らせ〉 12/27（木）は臨時営業いたします

あすかてくるで 羽曳野店

羽曳野市埴生野975-3

あすかてくるで 河内長野店
道の駅「しらとりの郷・羽曳野」内道の駅「奥河内くろまろの郷」内

河内長野市高向1218-11
TEL. 072-957-8318TEL. 0721-52-3733

河内長野店営業案内  羽曳野店

出荷者／ＪＡ大阪南女性会 河内長野支部 農産加工部販売店 河内長野店

販売店 羽曳野店

販売店 羽曳野店

柿チップス（60g）・ほしぶどう（40g）

￥750 ￥580

各￥380

出荷者／羽曳野いちじく部会Ｋ.Ｕレディース

いちじくジャム（160g）
みかんジャム（160g）

￥430
￥410

こだわりのバジルソース

手間暇かけてます！  河内長野のお母さんの味 じっくり乾燥させた濃厚な味！ こだわりのドライフルーツ

無添加・無着色で安全・安心！ ほっこりする味わい

部長　池上幸子さん（写真中央）

「あすかてくるで」や地域のイベントで餅を販売していま
す。前日に餅米を洗って、当日の朝の６時から蒸してい
ます。材料のヨモギを探すため、あちこち走り回ったりと
大変ですが、気の合う仲間たちと一緒だから頑張れま
す。地域の味を守り、次世代に伝えていきたいですね。

部長　高岡裕子さん（写真中央下） Ｋ.Ｕレディースは羽曳野市の誉田地区、碓井地区
のイチジク農家の妻たちが集まって出来たグルー
プです。イチジクやフルーツを使い、ジャムやドラ
イフルーツなどの加工品を作っています。出来立
ての味を食べて欲しいから、賞味期限は製造日か
ら３か月。フルーツの美味
しさが詰まったジャムを皆
さんにお届けしています。

会長　古澤明美さん

丸もち・よもぎ＆古代もち
ビーツ＆よもぎ＆古代もち
丸もち・よもぎ＆古代もち
ビーツ＆よもぎ＆古代もち

各￥540

簡単に

おいし
い

パスタ
が完成

！

僕の大好物！

みなみちゃん

JA大阪南
イメージキャラクター

■ 農業応援！  JA大阪南の復旧支援

被災した施設などの
「片づけ」に対して

壊れてしまったビニールハウスを片づける支援としてパイプ切断
機と、倒れた果樹などの処理のためチェーンソーをＪＡが新たに購
入し、無償で貸出を行っています。

被災した施設の「再建」に対して
倒壊した野菜や果樹栽培のビニールハウスを再建するための費用
を助成しています。

「復旧活動」に対して
ＪＡ大阪南管内の生産者部会などが台風被害の復旧活動を行う
費用を助成しています。

※助成には一定の条件がございます。詳しくは当ＪＡの営農指導課までお問合せください。

台風により、農産物直売所「あすかてくるで」の出荷会員にも
多くの被害がありました。みなさん復旧のかたわら、無事だっ
た農産物の出荷を頑張っているところです。
入荷量が少なく、傷の多い商品が目立つな
ど、お客様にはご不便をおかけしますが、ご理
解のほどお願い致します。そして、こんな時こ
そぜひ、地元農産物を食べることで、地域
農業の応援をお願いします。皆様のご
来店をお待ちしています。

あすかてくるで 羽曳野店 店長  仲谷光弘

味噌の加工品も
作っています。
味噌の加工品も
作っています。

￥500（50g）￥700（130g）￥980（140g）
出荷者／大村元昭さん

自家製のカキとブドウを使ったドライフルーツです。乾燥機と天日干しで、カキは
50時間、ブドウは100時間以上かけてじっくり乾燥させ、濃厚な味に仕上げまし
た。素材の味を活かすため、砂糖などは加えていません。料理やお菓子に入れるだ
けでなく、そのままおやつとして楽しめます。

藤井寺市で育てた自家製バジルとニンニクをたっぷり入れて、風味豊かなソースを
作りました。Ｂ級品は使わず、バジルの良い部分だけを手作業で選別しています。バ
ジルの味を活かすため、塩分は控えめにし、チーズを入れていません。パスタのソー
スはもちろん、サラダやお肉にかけたり、パンに塗ったり、使い方は無限大です。

羽曳野市特産のイチジクとミカン、自家製レモンを使ったジャムです。フルーツをその
まま味わって欲しいので、甘さは控えめ。添加物など余計なものは入れず、素材の味
で勝負しています。パンにかけたり、ヨーグルトに入れるだけでなく、蒸しパンに混ぜ
たり寒天にするなど、色々な食べ方を楽しめます。

販売店 河内長野店 羽曳野店 出荷者／田中ぶどう園 田中隆二さん

白味噌（600g） 赤味噌（600g）

ねりみそ
田楽みそ
ねりみそ
田楽みそ

年末は12/30まで営業
年始は1/6から営業

皮ごと食べられる
色々な品種のブドウが混ざっているので、

食べ比べするのも楽しい♪

皮ごと食べられる
色々な品種のブドウが混ざっているので、

食べ比べするのも楽しい♪

販売店 羽曳野店

あかねこもち
よもぎくるみもち
あかねこもち
よもぎくるみもち

季節により、イチゴジャムや
キウイジャムも作っています
季節により、イチゴジャムや
キウイジャムも作っています

もち米と小麦粉で作る
あかねこもち（￥390）は、地域の伝統食。
ヨモギを混ぜてあんこでくるんだ

よもぎくるみもち（小￥１８５・大￥３４０）は
1番の人気商品です。

5月～11月の期間限定販売

もち米と小麦粉で作る
あかねこもち（￥390）は、地域の伝統食。
ヨモギを混ぜてあんこでくるんだ

よもぎくるみもち（小￥１８５・大￥３４０）は
1番の人気商品です。

5月～11月の期間限定販売


