
JA高岡広報コミュニティ版  くらしとみどり「farming（ふぁーみんぐ）」
「farming」は、「農業」という意味であり、農業に携わる全ての人の思いを載せるJA高岡のコミュニティー誌です。
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■私たちが考える地産地消
■塩分の取り過ぎには要注意！
■知っていますか？カルシウムの〝吸収率〟のこと
■お口の健康は健康寿命の秘訣です
■JA高岡住宅ローンご案内
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　二人をつないだのは、高岡おとぎの森公園のそばにあるイタリア菓子店『ド
ルチェサラート』の人気メニューのひとつ『トルタコイベッキ』。トルタコイベッ
キとはイタリアの郷土菓子で、地元ではビエトラと呼ばれる菜っ葉をつかって
作るタルトで、地産地消にこだわる岩倉オーナーが使うのは高岡産のほうれ
ん草。さらに、日本人好みの食べやすい味になるようアレンジを加えて仕上げ
たこだわりの一品です。「ほうれん草とお菓子」という一見意外とも思える組
み合わせに、このタルトを初めて食べた今井さんは「見るからにほうれん草と
わかる量が入っていて驚きました。自分が作ったほうれん草とわかって食べる
とより一層おいしかった！」と笑顔を見せます。
　「生産者の顔がわかると下手なものを創れないという緊張感が増します。
スーパーで買ってくるのとは全然違う。生産過程の苦労や思いを聞くと、なお
さら料理にも魂が入ります」と話す岩倉オーナー。「それは私も同じ。自分の
育てたほうれん草をつかってもらっているとわかると、嬉しい反面緊張もしま
す。新鮮でいいものを出すようさらに気を配りますし、やりがいにもつながりま
す」と今井さん。二人の出会いが
「いいものを作りたい」という相
乗効果を生み出しました。
　地産地消にこだわる二人の思
いがつまったほうれん草タルト
『トルタコイベッキ』。ぜひご賞
味ください。

私たちが考える地産地消私たちが考える地産地消

Dolce Salato（ドルチェサラート）で
 こだわりのイタリア菓子を味わいませんか？
Dolce Salato（ドルチェサラート）で
 こだわりのイタリア菓子を味わいませんか？

常連さんが
「日本一」と

絶賛のカフェラテも
一緒にどうぞ♪

日本で味わえるのはココだけ！

日本で味わえるのはココだけ！

ナポリの鐘（スフォリアテッラ）

お米のパスティエラ

ナポリの職人直伝の伝統菓
子。パリパリの食感とオレン
ジ風味のリコッ
タクリームが
たまらない。
オーナーの自
信作です。

ナポリに伝わる復活祭のタ
ルト。本場では麦を入れます
が、それを高岡産の『万葉
米』に変えてアレンジ。お米
のプチプチ感
が楽しいタルト
です。

る創 人る作 人 　イタリアでの料理留学中に学んだ、その土地の
伝統的な食文化や食材を見直すことを指す『ス
ローフード』の考え方。地産地消もそのひとつで、
「使えるものはすべて地元産」がドルチェサラー
トのこだわりです。新鮮な野菜はＪＡ高岡の農産
物直売所『あぐりっち』で調達。季節の地元食材と
イタリアの郷土菓子という他にはないコラボレー
ションが味わえます。店名はイタリア語で、「甘い
（ドルチェ）」と「塩辛い（サラート）」という意味
で、タルトや焼き菓子、サンドイッチやフォカッ
チャなど甘いものからしょっぱいものまで幅広く
そろえています。テイクアウトはもちろんカフェス
ペースでもゆっくりおくつろぎください。

人気のほうれん草タルト｢トルタコイベッキ｣

ドルチェサラ
ート

オーナー

　ほうれん草を含む軟弱野菜２ヘクタールを栽培する専業農家の次女として
生まれました。智美さんが長女を出産したことをきっかけに仕事を辞めて農業

を手伝うようになったのは平成
14年のこと。今では子どもが大
きくなってきたので、最近本格的
にほうれん草の栽培について勉
強を始めたところです。
　日頃から感じている「地元に勝
るものはない！」という確固たる
自信を胸に、父の世代から積み上
げてきた高岡のほうれん草のブラ
ンドを守り、地元の方に喜んでも
らえる作物を栽培できるよう頑
張っています。



かぼちゃ 1/8 個（正味 200g）
牛乳 ……………………200ml
めんつゆ（３倍濃縮）…大さじ１
鶏ももひき肉 ……………60g
塩 …………………………少量

「おいしい減
塩食を

　つくりたい…
」

減塩食って

調理が難しそう…。

減塩食をつくっても、

あまり食べて

もらえないのよね～。

牛乳をつかって減塩にチャレンジ！牛乳をつかって減塩にチャレンジ！
１ コクがあっておいしい！

牛乳のうまみとコクが素材の味を
ぐっと引き出すので味の薄さを
感じません

２ 食塩を大幅にカット
味噌や醤油の量は半分以下でも
大丈夫。料理のおいしさそのま
まに減塩できます

３ 手軽につくれる
いつもの料理に牛乳をつかうだけ
のレシピで、手軽につくれます

栄養成分（１人分）
エネルギー：347kcal　　たんぱく質：11.6g　　脂質：5.2g　　カルシウム：78mg
コレステロール：19mg　　鉄：1.1mg　　ビタミンＤ：5μg　　ビタミンＢ2：0.17mg
食塩相当量：1.6g

材料（６人分）
牛乳 ………………… 300ml
米 ……………………… ３合
　　酒 …………… 大さじ２
Ａ　しょうゆ …… 大さじ１
　　塩 ………… 小さじ2/3
だし（または水）…1カップ強
甘鮭 ………………… ２切れ
にんじん ……………… 80g
えのきだけ ………… 100g
黒いりごま ……… 小さじ２

鮭のうまみと塩味が牛乳とよく合います

鮭の牛乳入り炊き込みご飯

作り方
１．米は洗ってざるにあげ、３０分おく。
２．にんじんは３㎝長さのせん切り、えのきだけは長さを半分に

切ってほぐす。
３．炊飯器の内釜に米、牛乳、Ａを入れる。だしを加え、３合の

目盛りの水加減にして混ぜ、鮭、にんじん、えのきだけをの
せて炊く。

４．炊きあがったら鮭の皮と骨を除いてほぐし、ご飯に混ぜ入れ
る。器に盛り、ごまをふる。

POINT
・米と牛乳、調味料を合わせ、内釜の目盛の３合目までだしを入
れます。

MEMO
・鮭は水煮缶を利用するとより簡単。えのきだけはしめじ、しい
たけなど好みのきのこでも。

栄養成分（１人分）
エネルギー ……198kcal
たんぱく質 ……… 11.0g
脂質 ……………… 5.6g
カルシウム …… 102mg
コレステロール……35mg
食塩相当量 ……… 0.9g

材料（２人分）
かぼちゃ…1/8個（正味 200g）
牛乳 ……………………200ml
めんつゆ（３倍濃縮）…大さじ１
鶏ももひき肉 ……………60g
塩 …………………………少量

だしは不要！

かぼちゃのミルクそぼろ煮

作り方
１．かぼちゃは種とわたを取り除き、2cm 角に切り、面取りを

する。
２．フライパンに牛乳、めんつゆ、ひき肉を入れて箸で混ぜる。

ひき肉がほぐれたら１のかぼちゃを加え、クッキングシート
で落とし蓋をして中火にかける。

３．煮立ったら火をやや弱くし、かぼちゃがやわらかくなるまで
煮る。仕上げに塩を加え、味を調える。

■ひき肉は旨みの濃い鶏もも肉をつかいましょう。
■乳脂肪でビタミンＡの吸収率もアップ。

牛乳とお酢でマヨネーズ代わりに！

ミルクポテトサラダ
麺つゆとミルクと少量の鶏肉で煮るだけ麺つゆとミルクと少量の鶏肉で煮るだけ

栄養成分（１人分）
エネルギー ……144kcal
カルシウム …… 109mg
食塩相当量 ……… 0.3g

材料（２人分）
じゃがいも…２個（200g）
牛乳 ………………200ml
塩 ……………………少量
すし酢 …………小さじ１
きゅうり …………1/3本
にんじん …………1/5本

作り方
１．ミルク粉吹きいもをつくる。じゃがいもは皮をむいて８等分

にし、表面をさっと洗う。鍋にじゃがいも、牛乳を入れてクッ
キングシートで落とし蓋をし、中火で約１５分煮る。

２．落とし蓋を取り、火力を強めて底を混ぜながら、トロトロに
なるまで水分をとばす。最後に塩で味を調える。

３．２が熱いうちに、すし酢を加えて和える。
４．輪切りにしたきゅうり、いちょう切りにしてさっとゆで、水

気を絞ったにんじんを加え、混ぜあわせる。

カルシウムが大幅にアップ！カルシウムが大幅にアップ！

ササッと作れるミルクおつまみ

厚揚げのチーズ焼き

栄養成分（１人分）
エネルギー …… 37kcal
たんぱく質 …………3.6g
脂質 …………………0.9g
カルシウム ……… 33mg
コレステロール …… 1mg
食塩相当量 …………1.3g

材料（２人分）
かつお節パック …… １袋（5g）
熱湯 …………………… 250ml
ねぎ …………………………30g
生わかめ ……………………20g
みそ ……………………大さじ１
ヨーグルト ……………大さじ１

コクのあるまろやかな美味しさ

ねぎとわかめのヨーグルトみそ汁

作り方
１．茶こしにかつお節を入れ、熱湯をゆっくり注いでだし汁を作る。
２．鍋にだし汁と生わかめを入れて火にかける。わかめをさっと

煮たら、ねぎを加えてひと煮立ちさせ、合わせておいたみそ
とヨールグトを加えて溶かす。

■だし汁は茶こしのかわりにお茶出しパックを使っても手軽
に作れます。

栄養成分（１人分）
エネルギー ……177kcal
たんぱく質 ……… 13.1g
脂質 ……………… 12.8g
炭水化物 ……………1.6g
カルシウム …… 286mg
コレステロール …… 18mg
食物繊維 ……………0.6g
食塩相当量 …………1.1g

材料（２人分）
厚揚げ ……………… １枚
みそ ………………… 適宜
ピザ用チーズ ……… 40g
しょうゆ …………… 少々
削り節、ねぎ …… 各適量

作り方
１．厚揚げを８等分に切り、みそを好みでつける。
２．ピザ用チーズをのせて表面をオーブントースターで軽く焼く。
３．しょうゆをたらし、削り節、ねぎをのせる。

カフェオレよりも濃厚で深い味わい

ショコラコーヒーミルク

栄養成分（１人分）
エネルギー ……228kcal
たんぱく質 …………7.2g
脂質 ……………… 12.7g
炭水化物 ………… 21.0g
カルシウム …… 224mg
コレステロール …… 22mg
食物繊維 ……………0.8g
食塩相当量 …………0.2g

材料（４人分）
牛乳 ………………………600ml
チョコレート ………………80g
インスタントコーヒー
……………………大さじ３～４

作り方
１．チョコレートは細かく刻む。急ぐときは削るとよい。
２．鍋に牛乳を入れて温め、チョコレート、インスタントコーヒー

を混ぜ、1/4量を残してカップに入れる。
３．残したものをふんわりと泡立て、２にのせるようにそ～っと

注ぐ。

毎日続けられる新定番みそ汁！毎日続けられる新定番みそ汁！

最近高血圧で減塩を勧

められているんだけ

ど、減塩食ってものた

りないんだよなぁ。

一般社団法人Ｊミルクホームページより

塩分の取り過ぎは高血圧症、腎臓疾患、不整脈や心疾患の原因となるといわれています。健康な毎日をおくるためにはバランスの良い食生活が欠かせません。
今回は家庭で取り組める牛乳をつかった減塩料理をご紹介します。

塩分の取り過ぎには要注意 !塩分の取り過ぎには要注意 ! 健康寿命100歳を目指して
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あぐりっち戸出店 戸出吉住663（北般若支店前）

あぐりっちアグリピア店 西藤平蔵234

下麻生1017-1（中田支店前）

あぐりっち矢田店 伏木矢田4-26（旧矢田支店）
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■営 業 日　年中無休（年末年始除く）
■営業時間　午前8時30分～午後4時

あぐりっち佐野店 佐野1416（佐野支店横）

■営 業 日
　年中無休
　（年末年始除く）　
■営業時間
　午前9時～
　午後5時30分

■営 業 日
　年中無休
　（年末年始除く）　
■営業時間
　午前9時～
　午後4時30分

■営 業 日
　4月～12月
＊1月～3月は休業
■営業時間
　午前9時～午後1時

■営 業 日
　年中無休
　（年末年始除く）
■営業時間
　午前9時～正午

あぐりっち
佐野店

あぐりっち
戸出店 あぐりっち

中田店

あぐりっち中田店

あぐりっち矢田店

あぐりっち
アグリピア店

JA高岡
農産物直売所

知っていますか？カルシウムの“吸収率”のこと知っていますか？カルシウムの“吸収率”のこと

40％ものカルシウムを吸収できる、牛乳の栄養バランス

　わたしたちの健康に欠かせないカルシウム。牛乳、乳製品や小魚、野菜など身近な食品に多く含まれることはよく知られています。では、カル

シウムの吸収率の高い食品はご存じでしょうか？

　食品の栄養素は食べた量がそのまま体内に取り込まれるのではなく、一部は吸収され、残りは排出されます。この吸収率は食品によって差があ

るのです。食品ごとの吸収率を知って、毎日しっかりカルシウムを摂りたいですね。

牛乳はカルシウムが豊富なだけでなく、吸収率が

もっとも高い食品のひとつです。コップ１杯

（200ml 中）に含まれるカルシウムは 227mg で、

吸収率は 40％。より多くのカルシウムを効率よく摂

ることができます。

これは牛乳中のカルシウムとリンのバランスが、カ

ルシウムの吸収に理想的であるほか、乳糖やカゼイ

ンホスホペプチド（※CPP）の作用と考えられてい

ます。

また、日光を浴びるとつくられるビタミンＤもカル

シウム吸収をサポート。牛乳を飲んで、外で体を動

かすと吸収効率がアップします。

※CPPは牛乳のたんぱく質を消化する過程で生成されます

カルシウムの豊富な牛乳で、
子どもの元気な成長を応援
体内に吸収されたカルシウムは、筋肉の収縮、

神経伝達、骨や歯の形成など体づくりに利用さ

れます。骨も皮膚と同じように代謝しており、全身の骨は生涯、生まれ変わり続けます。

成長期には骨を大きく強くすることにも使われるため、伸び盛りの子どもは大人以上にカ

ルシウムが必要なのです。カルシウムを手軽に効率よく摂れる牛乳は、子どもの成長を応

援してくれる心強い味方です。

生涯にわたって生まれ変わる骨のために
カルシウムを摂り続けることが大切

一般社団法人Ｊミルクホームページより

監修：鶴見大学歯学部教授　鶴本明久氏

お口の健康は健康寿命の秘訣です

●舌の動きがよくなり、だ液がよく出て食事がおいしくなります！
●３回繰り返します。

指でイチ、ニ、サン・・・と
数えながらリズミカルに舌を動かしてください！

歯あわせ体操を

 はじめましょう！

（し）
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特
徴

（　　　　　　　　　　　　）再選択できる金利は3年経過時点
の店頭金利が基準となります

当初の固定金利特約期間終了後は店頭表示金利が適用となり、金利引き下げ条件に応じて金利が引下げられ
ます。
固定金利特約期間終了後も
終了時点の店頭金利から全期間 年0.4％引下げ年0.4％引下げ

1.00%❶当初の段階金利を継続適用

0.5%

❹10年間固定金利選択❹10年間固定金利選択

❸5年間固定金利選択❸5年間固定金利選択

❷3年間固定金利選択❷3年間固定金利選択

4年目4年目

ポイントポイント 以降は下記❷～❹の特約
期間をご選択できます

以降は下記❷～❹の特約
期間をご選択できます

以降は下記❷～❹の特約
期間をご選択できます

「JAとのお取引はこれから」
というお客様もお気軽にどう

ぞ！
（ご利用に関しては、組合

員加入の為の出資が必要
となります）

固定・変動金利選択型（団体信用生命共済付）

最大軽減後の金利

店頭金利

年1.10％年1.50％
（保証料別）（保証料別）

5年間固定金利最大軽減後の金利

店頭金利

年0.60％年1.00％
（保証料別）

平成28年2月12日現在 平成28年2月12日現在 平成28年2月12日現在

（保証料別）

3年間固定金利 最大軽減後の金利

店頭金利

年1.40％年1.80％
（保証料別）（保証料別）

10年間固定金利

※商品内容について詳しくはお近くの当JA窓口までお問い合わせください。 ※当JA店頭に説明書をご用意しています。 ※詳しくは、ホームページの説明書をご覧ください。⇒http://www.ja-takaoka.or.jp/

お
借
入
時

35
年
目

10
年
目

3年間を経過する段階金利適用時点で当初の❶の金利をそのまま使用するか
又は、お申出により下記❷～❹の固定金利を自由に選択できる商品です。

3年経過時点で金利を選べる！！

〈最大軽減後金利の場合〉
軽減については
商品概要をご覧ください

2 3 4

以降は下記❷～❹の特約
期間をご選択できます

ベストセレクトベストセレクト

ベストセレクトベストセレクト

最大軽減後の金利
店頭金利

年0.50％年0.90％
（保証料別）

（保証料別）（保証料別）

当初3年間金利
当初10年間の平均金利10年間固定金利 段階金利型〈ベストセレクト〉

最大軽減後の金利
店頭金利

年1.00％年1.40％
（保証料別）

（保証料別）

4年目以降10年目金利
算出方法 ：借入金額2,000万円、借入期間：35年、毎月元利均等払

い、借入金利：当初3年間年0.5％、4～10年間年1.00％
の当初10年間の支払利息額から平均金利を算出（小数
点第2位未満切上）

当
初
10
年
間
の

金
利
を

平
均
す
る
と

対象期間：平成28年8月末までにお申し込みの方
（平成28年9月末までに実行される方）

平成28年
2月12日現在

平成28年
2月12日現在

年0.82％年0.82％
最大軽減金利条件最大軽減金利条件

給与振込 当JAの正組合員または
（ご家族の方を含む）

（最大軽減幅は変わりません）

最大

３年経過時点で
再度金利を
選びなおせる

10年固定金利です。


