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この度、地域発元気づくり支援金を活用
させていただき、レシピ集「母から子へ
孫へ伝える佐久の味」を発刊することがで
きました。
思い立ってから1年足らずの短い期間で

はありましたが、会員一丸となり、調理や資
料の収集に努力をしてまいりました。
食べ物が乏しかった時代、貧しい中にも

創意工夫により作り出された郷土食は、先
人の技術と努力の結晶だと思います。そし
て、四季折々の行事が求めるものは、「健
康で幸せな暮らし」への祈りであり、また感
謝だと思います。自分も親になり、お婆さ
んになった今、ここで止めたら次の世代に
は伝えられずに消えてしまうということをし
みじみ感じます。
長野県では、信州の食文化の価値を見

直し、先人達から受け継いだ食の宝を、誇
りを持って引き継いでいく「おいしい信州ふ
ーど（風土）」宣言がされております。食料を
生産し、私達が伝承してきた郷土食をもう
一度見直し、伝えていくことが私達に課せ
られた使命だと思っています。このレシピ
集をきっかけに、たとえ一品でも食卓に乗
せて伝えていただければ幸いに思います。
最後になりましたが、発刊にあたり市川

先生の監修をはじめ、佐久農業改良普及セ
ンター・佐久市役所農政課の皆様の温かい
ご指導とお力添えに、心より厚く御礼申し
上げます。
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■ 種まき
「四菜（しな）・九菜（くな）は避ける」という言葉があり、4日と9日
に種まきをした菜はよく育たないと云われ、その日は避ける。
■ にら
洗ってから切り、ビニール袋に入れて冷凍庫で保存する。

春の野菜・果物情報

春の行事と食　…【 】内は、レシピを掲載
■ 3月3日（ひなまつり）
女の子が、丈夫でお雛様のようなお嫁さんになれますようにと
の願いを込めてひな飾りや猫柳を飾る。紅・緑・白の３色の
【ひしもち】や【桜もち】を作りお雛様に供える。白酒や【甘酒】を
飲み、蛤のお吸い物や【かきもち】を食べる。初節句は【赤飯】
や【ちらし寿司】を作り親戚に配る。
■ 3月19日頃（十九夜さま）
地区の女性が公民館等に集まり、お産が軽く丈夫な子に育っ
てほしいと願いを込め、お産の神様へ念仏を唱える。大小の
おまる（【団子】）や【あんころもち】を作り、お酒やごちそうを食
べる。お産をする人は、大きな【団子】を一気に食べたり、ろう
そくをもらったりする。
■ 3月20日（彼岸の中日・春分の日）
墓参りをして、花と【団子】を供え、ご先祖様に手を合わせる。
【天ぷら】・【炭酸まんじゅう】・【即席五目おこわ】・【ぼたもち・
おはぎ】（春は牡丹の花にちなんで「ぼたもち」、秋は萩の花で
「おはぎ」と呼ぶ）などを作りご先祖様にお供えする。秋の彼岸
も同様にする。

■ 3月（味噌作り）
味噌の仕入れに麹を作るので、一緒に【おなっとう】を作る。
■ 5月5日（端午の節句）
男の子が生まれると鯉のぼりをたて、鎧兜や武者人形を飾り、
【よもぎもち（草もち）】や【柏もち】でお祝いをする。ひなまつりと
同様に、初節句は【赤飯】や【柏もち】を親戚に配る。柏の葉は、
新芽が出てから古い葉が落ちるので家が絶えないと云われ、
子孫繁栄を現す。佐久地方では柏の葉や菖蒲が採れるのが遅
いので、昔は月遅れで節句を祝った。
■ 5月（田植え）
農作業に、簡単にできて腹持ちのよいものとして、こねつけや
【きなこおにぎり】を作って田へ持って行き、お茶の時間に食べ
る。【山ぶきと身欠きにしんの煮物】を田植えのごちそうとして
作る家もある。

こねつけ…ご飯・薄力粉・味噌を混ぜて焼いたもの
お小昼（おこびる・おこびれ）とも言う
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ちらし寿司
米 ２合 
酢 大さじ4 
砂糖 大さじ2 
塩 小さじ1/4 

かんぴょう 10g
竹輪 1本 
油揚げ 1枚 
干し椎茸 2枚 

人参 20g
さやいんげん 2本 
砂糖 大さじ1.5 
しょう油 大さじ2
酒 大さじ1 

桜でんぶ 大さじ1 
焼海苔 1/4枚 
卵 1個 

【材料】 ４人分

【つくり方】
❶洗った米と水400cc弱を炊飯器に入れ、30分以上浸水させて
から炊く。
❷Ⓐを鍋に入れて火にかけ、砂糖が溶けたら火からおろす。
❸①が炊き上がったら10分蒸らし、②をかけてから1～2分蒸ら
す。すし桶などに移し、うちわであおぎながらしゃもじを立てて切
るように混ぜる。
❹かんぴょうを軽く水で洗い、40度の湯で5～6回洗ってもどす。
干し椎茸は100ccの水でもどす。
❺油揚げを湯通しする。
❻椎茸・油揚げ・竹輪・かんぴょうを2～3cmの千切りにする。人
参は皮をむいていちょう切りにする。
❼干し椎茸のもどし汁と⑥とⒷを合わせ、汁が無くなるまで煮詰
める。
❽③に⑦を入れて混ぜ合わせる。
❾卵を溶いて薄く焼き、錦糸卵にする。

10さやいんげんを塩茹でし、2～3mmの斜め切りにする。
11焼海苔は3cm×2mmの千切りにする。
12⑧を器に盛り、錦糸卵・桜でんぶ・さやいんげん・焼海苔を形
よく飾る。



桜の葉が無い時は、円形に焼いて「はまぐり」の形に作って
もよい。

ひと
こと

行事

Ⓐ
Ⓑ

桜もち
米粉 50g
薄力粉 50g
白玉粉 20g
砂糖 20g
水 200cc弱 

こしあん 360g
食紅 少々 
桜の葉 12枚
（塩漬けにしたもの） 
サラダ油 適量

【材料】 12個分

【つくり方】
❶米粉と薄力粉を振るう。
❷ボウルに白玉粉を入れ、水を少しだけ加えて白玉粉をよく溶かす。
❸白玉粉がきれいに溶けたら残りの水と砂糖を加えてよく混ぜる。
❹①を③に少しずつ加え、粉の塊のないように混ぜる。（ここで
裏ごしをすると、よりなめらかな生地になる） 
❺④に食紅の水溶きを少量ずつ加えて、淡いピンク色を付ける。
生地を常温で30分位ねかせる。
❻フライパンを熱し、サラダ油を薄く引いてから⑤の生地を少し
ずつ流し、玉じゃくしの背で薄く楕円形に伸ばして片面を焼き、ひ
っくり返して裏面も焼く。これを12枚作る。（火は原則として弱火
だが、フライパンの材質によって加減する）
❼こしあんを12等分して俵型に丸め、⑥で包んで桜の葉を巻く。

行事 米粉



❺2時間に一度はか
き混ぜ、糀がすべて
やわらかくなるまで（5
時間位）続ける。
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ひしもち
もち米 ２升 
片栗粉（打ち粉用）  適量

食紅（緑・赤）　 少々
【材料】 6枚分

【準備】
もち米を洗って一昼夜水に浸す。
【つくり方】
❶もち米をざるに上げ、水を切る。
❷蒸気の上がった蒸し器に水で濡らした蒸し布を敷き、もち米を
入れて40分位蒸す。
❸もちつき機に蒸し上がった②を入れて、つぶつぶが無くなりな
めらかになるまでつく。
❹つき上がったもちを3等分に分け、2つを緑・赤の食紅の水溶
きで色を付けて練り、台に片栗粉を広げ、もちを乗せて打ち粉を
しながら麺棒で1cm位の厚さに伸ばす。
❺紙をひし形に切って型紙にして、④の上に乗せて切り、重ねる。

甘酒
もち米 1合 
米糀 300g

【材料】 5人分

【つくり方】
❶炊飯器に洗ったもち米を入れ、おかゆの目盛まで水を入れて炊く。
❷米糀をバラバラにほぐす。
❸もち米が炊き上がったら炊飯器の内釜を取り出し、時々かき混
ぜながら30度位まで冷ます。（おかゆが熱いうちに糀を入れてし
まうと、甘味が少なく、飲んだ時に酢のような味を感じるのでしっ
かり冷ます）
❹③の中へ米糀を入れてよく混ぜ、内釜をもどして炊飯器を保温
にする。この時、糀菌が働くように炊飯器のふたに割箸をはさん
で空気が抜けるようにする。また、炊飯器のふたが開かないよう
に皿などを上に置く。（蒸気穴をふさがない）



おなっとう
米（うるち米） 1合 
米糀 100g

甘なっとう 適量
（ささぎ豆の煮たものでもよい）

【材料】 5人分

【つくり方】
❶炊飯器に洗った米と水を入れて普通に１合炊く。
❷炊き上がったら炊飯器の内釜を取り出し、ご飯をほぐして30度
位まで冷ます。
❸米糀をほぐし、生ぬるい湯（30度位90～100cc）で、30分浸す。
❹②の中に③を入れて混ぜる。上の甘酒のつくり方④のようにし
て5時間位保温する。

❺糀がすべてやわ
らかくなったら炊飯
器の電源を切り、甘
なっとうまたはささ
ぎ豆（36頁赤飯参
照）の煮たものを入
れ、ひと混ぜする。 



行事

行事

行事

※写真は緑のもちでなく、
豆もちを代用。

◆紅・緑・白の3色のひしもちを作り、お雛様に供える。
◆紅は先祖を尊び、厄をはらうため白は清浄、緑は萌える
若草を意味する。

ひと
こと

◆飲むときはお湯などで甘さを調整する。
◆冷ましてからペットボトル等に移して冷蔵庫で保存する
と１週間位もつ。
◆寒い時に飲む温かい甘酒はもちろんだが、暖かい時に
飲む冷たい甘酒は甘みが強くて美味しい。
◆余った甘酒の味が変わっていなければ、大根を４つ割り
にして大根の重さの３パーセントの塩で２晩漬けたものを
甘酒に漬け込むと「べったら漬け」になる。

ひと
こと
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ふき味噌
ふきのとう 20個 
味噌 大さじ2 

砂糖 大さじ3～4 
サラダ油 少々 

【材料】 4人分

【つくり方】
❶ふきのとうは枯葉を取り除き、さっと洗い細かく刻む。
❷切ったらすぐにフライパンを熱し、サラダ油を引いて①を炒める。
❸しんなりしたら、砂糖・味噌を入れて味を調える。

ふきのとうの生味噌焼き
ふきのとう 3個 
鰹節 3g

味噌 20g
【材料】 3人分 【つくり方】

❶ふきのとうは枯葉を取り除き、洗って細かく刻む。
❷①に鰹節・味噌を混ぜる。
❸小さな平皿に②をぬり、そのまま網の上にふきのとうの面を乗
せて焼く。味噌が焦げかかったら網から外す。

きゃらぶき
山ぶき 4kg 砂糖 700g

しょう油 360cc
酒 360cc
酢 90cc

【材料】 

【つくり方】
❶軍手をはめて、ふきをこするように洗う。
❷ふきを3cm位の長さに切り、あくを取るため２～３回洗う。
❸ふきをざるに上げて水を切る。
❹鍋にⒶとふきを入れて強火で煮立たせる。沸騰したら弱火に
して汁が無くなるまでゆっくり煮る。

Ⓐ

◆山ぶきの佃煮のことを、方言できゃらぶきと呼んでいる。
◆冷凍しておくと、いつでも美味しく食べられる。

ひと
こと

ふきのとうの天ぷら
ふきのとう 適量　 
天ぷら粉 適量

水 適量
サラダ油 適量

【材料】 

【つくり方】
❶ふきのとうは枯葉を取り除き、よく洗い水を切る。
❷天ぷら粉に水を入れ、だまにならないようにしっかり混ぜ合わ
せ、ふきのとうをくぐらせる。
❸180度に熱したサラダ油でカラッと揚げる。







行事

保存

保存
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なずなの天ぷら
なずな 適量 
天ぷら粉 適量

水 適量
サラダ油 適量

【材料】 

【つくり方】
❶なずなは枯葉を取り除き、よく洗い水を切る。
❷天ぷら粉に水を入れ、だまにならないようにしっかり混ぜ合わ
せ、なずなをくぐらせる。
❸180度に熱したサラダ油でカラッと揚げる。



季節により、たらの芽・桑の葉・こしあぶら・よもぎ・雪の下
などを使い、それぞれの味を楽しむ。

ひと
こと

ぼたもち・おはぎ
もち米 2.5合 
うるち米 0.5合

水 600cc
【材料】 20個分

【準備】
あんこ・すりごま・くるみで、好みの衣を用意し作っておく。（材料
はすべて20個分）
○あんこ…鍋に粒あん500gを入れ、水80ccを少しずつ加えて
温めながら伸ばす。
○すりごま…黒ごま100gを炒り、すり鉢に入れてする。砂糖大さ
じ4と塩を入れて混ぜ合わせる。
○くるみ…むきぐるみ100gを中火で焦がさないように炒る。すり
鉢に入れ、なめらかになるまでする。鍋にくるみと砂糖大さじ4・
味噌大さじ1・しょう油小さじ1/2・酒大さじ4を入れ、弱火で温め
ながらアルコールをとばしてなめらかになるまで練る。
【つくり方】
❶もち米とうるち米を合わせて洗い、炊飯器に米と水を入れて
30分位浸水させてから炊く。 半ごろしとは米粒が残る位までつくこと。ひと

こと

もち粉大福 
もち粉 500g
砂糖（もち粉用） 50g
熱湯 400cc
片栗粉（打ち粉用）適量 

小豆 300g
砂糖（小豆用） 400g
塩 小さじ1

【材料】 30個分

【あんこのつくり方】
❶小豆を洗って一晩水に浸す。
❷浸した小豆を洗ってざるに上げ、水を切る。
❸鍋に小豆と、水1600ccを入れ中火で30分煮る。
❹煮汁の2/3を捨て、③と同じ水のラインまで水を足して30分煮る。
❺④をもう一度繰り返す。

❻⑤の煮汁を全部捨て、水400ccと砂糖を入れて20分位煮る。
❼⑥に塩を入れ、手で丸められる固さまで木べらでよく練って火
からおろし、冷めたら30個に分けて丸める。（あんこを練る時は
火傷に気を付ける）
【つくり方】
❶ボウルにもち粉と砂糖を入れてよく混ぜ、熱湯を少しずつ入れ
て手でこねる。（火傷に気を付ける） 
❷こぶし大の大きさにちぎり、蒸気の上がった蒸し器に入れて20
分位蒸す。
❸蒸し上がった②を取り出し、あら熱がとれたら粘りが出るまで
もう一度こねて棒状に伸ばす。
❹片栗粉を角バット等に広げ、③を直径3～4cm位の大きさにち
ぎり、片栗粉を付けて手のひらで丸め、押しつぶしてからあんこ
を包んで丸める。皮の閉じ口を下にして盛り付ける。



行事

行事

行事 米粉

❷炊き上がったら、すりこぎの先を水で濡らして①を半ごろしにする。
❸手に水を付けながら②を食べよい大きさに丸め、あんこやすり
ごま・くるみの中に入れて絡める。



柏の葉の香を楽しみながら食す。ひと
こと

柏もちは端午の節句の行事食ですが、佐久地方で
は柏の葉が採れるのは６月なので、市販のものを
用いたりする。

行事

7

春 夏 秋 冬

よもぎもち（草もち）
もち粉 500g
砂糖 大さじ1 
小麦粉 大さじ1 

ぬるま湯又は水 240cc～260cc

よもぎ（茹でたもの）100g
片栗粉（打ち粉用） 適量 
あんこ 900g

【材料】 30個分

【よもぎの下ごしらえの仕方】
❶よもぎをきれいに洗い、ざるに上げて水を切る。
❷大きな鍋に湯を沸かし、5～10分茹でる。最後に重曹（大さじ
1）を入れて火を止める。煮こぼさないように注意する。（重曹が
無いときは、塩を最初から入れてもよい）
❸よもぎを取り出し、2回位水を替えて洗う。最後にたっぷりの
水で5時間位さらしてあくを抜く。
❹ざるに上げて、水を切る。
❺細かく刻み水気を絞る。すぐ使わない場合は、小分けにしてフ
リーザーバッグに入れて冷凍する。（作るもちの量を考えてグラム
を計って分けるとよい）
【つくり方】
❶ボウルにⒶを入れ、混ぜ合わせる。ぬるま湯を少しずつ加えて
混ぜ、手で握ってまとまるようになったら、蒸気の上がった蒸し器
に水で濡らした蒸し布を敷き、5cm位にちぎって並べて蒸す。蒸
し時間は20分位を目途に1つ割ってみて、中まで透き通り食べて
みて粉っぽさがなければ火を止める。この時、茹でたよもぎも10
分位一緒に蒸してやわらかくする。
❷蒸し上がったもちとよもぎをボウルに入れ、すりこぎでつぶして
からよくこねる。

❸もちとよもぎが大体混ざったら、台に片栗粉を広げて上に乗せ、
打ち粉をしながら30個に分ける。
❹③を手のひらで丸めてから少し平らに押しつぶし、中心に30
等分したあんこを乗せて包んで丸くする。

Ⓐ

こねる時は水でぬらしたきれいな軍手をはめてこねると
熱くなくて便利。

ひと
こと



柏もち
米粉 500g
熱湯 450cc
粒あん 500g

柏の葉 20枚 
【材料】 20個分

【準備】
柏の葉を洗っておく。
【つくり方】
❶米粉をボウルに入れ、熱湯を少しずつ加えながら木ベラで混
ぜ、熱湯を全部入れたら1つにまとめて手でこねる。
❷①をちぎって蒸気の上がった蒸し器に入れ、透き通るまで（15
～20分）蒸す。
❸粒あんを20個に分けて丸める。
❹②をボウルに取り出し、すりこぎでつぶしてから手でこねる。
❺④を20等分して丸めて伸ばし、③の粒あんを包んで丸める。
又は小判型に伸ばし、粒あんを入れ、二つ折りにして粒あんが出
ないように周りを指で押さえる。
❻柏の葉の先に⑤を置いて包み、蒸気の上がった蒸し器に入れ
て柏の葉の色が変わるまで蒸す。

行事

行事 米粉

米粉
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おやき
地粉（中力粉） 400g
ベーキングパウダー 大さじ1強 
砂糖 大さじ3 
塩 小さじ1 
牛乳 300cc
サラダ油 大さじ3 

強力粉（打ち粉用）　適量
サラダ油（焼き色用）  適量

【材料】 20個分

【準備】
おやきに入れる具（あん）を作る。（右記参照）
【つくり方】
❶ボウルに地粉とベーキングパウダーを合わせて振るい、Ⓐを加
えてよく練り合わせ、ラップに包み常温で30分位ねかせる。
❷台の上に強力粉を広げ、①を棒状にして20個に切り分け、丸め
て押しつぶしてから具（かぼちゃあん・なすあん等）を包み、口を
しっかり閉じる。
❸蒸気の上がった蒸し器にクッキングシートを敷き、②を並べて
12～13分蒸す。
❹フライパンを熱し、薄くサラダ油を引いて、おやきが熱いうちに
こんがりと両面に焼き色を付ける。

＊写真には切干大根も入っている。

Ⓐ

《かぼちゃあん》

かぼちゃ 500g
砂糖 80g
塩 少々

【材料】 20個分

【つくり方】
❶かぼちゃは種と皮を取って乱切りにし、やわらかくなるまで蒸す。
❷①と砂糖と塩を鍋に入れ、かぼちゃをつぶしながら火にかけ
て水分をとばすように練る。
❸冷めたら20個に分けて丸める。

《なすあん》

なす 500g
味噌 70g

砂糖 30g
サラダ油 大さじ2 

【材料】 20個分

【つくり方】
❶なすを半分に切り、3～4mmの半月切りにする。
❷①を水に漬けてあく抜きをし、ざるに上げて水を切る。
❸熱した鍋にサラダ油を入れ、②のなすを炒める。
❹なすの水分が出てやわらかくなったら、味噌と砂糖を入れて水
分をとばす。
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母から子へ　孫へ伝える佐久の味

■ みょうが
千切りにして冷凍する。かき揚げにしてもよい。
ひと晩塩漬け（塩分3パーセント）にして、煮沸したびんに梅酢
と一緒に入れると長持ちする。
■ 枝豆
おいしい茹で方は、付け根を2～3mm切り落としてよく洗い、
塩を振りかけ30分置く。熱湯で茹でてざるに上げる。（水に
さらさない）
■ 玉ねぎ
8月25日～9月5日までに種まきをし、芽が動き出さないうち
（2月中）に追肥をすると玉のびがよい。暖かくなったらマルチ
を剥ぐ。高温障害を避けるため、とう立ちになりにくい。

夏の野菜・果物情報

夏の行事と食　…【 】内は、レシピを掲載
■ 7月7日（七夕）
７回浴びて７つまんじゅう＝「7日浴び」と言い、川に遊びに行
って、あんこや野菜（【なすの油味噌】など）の餡を入れた【炭酸
まんじゅう】をたくさん食べる。
■ 8月1日（墓参り）
【墓参りの「米・おせんまえ」】を重箱に入れ、【天ぷら】・【炭酸
まんじゅう】・【団子】をお墓に供える。【お煮かけうどん】やそ
うめんを食べる家もある。昔大水で亡くなった人の墓参りな
ので、水は持っていかないという家もある。

■ 8月13日～16日（お盆）
13日には、迎え火を焚いてご
先祖様の霊を迎えてもてなす。
【天ぷら】・【炭酸まんじゅう】・
【きゅうりの粕もみ】・【塩いか
のきゅうりもみ】・【なすの油味
噌】を作る。【お煮かけうど
ん】や茹でた塩ます・【ぼたも
ち・おはぎ】を食べる家もあ
る。祭壇に盆ござを敷き、位
牌・盆花・果物・野菜等を飾り
供える。精霊馬（なすの牛・き
ゅうりの馬）に大きめの手打ち
うどんやそうめんを鞍として背にかける。16日の朝に【天ぷら】
や【ぼたもち・おはぎ】を作り、夜は送り火を焚いてご先祖様の
霊を送る。牛や馬・花を乗せて川で送る地区もある。
■ 9月（月見）
萩の花・すすきを飾り、秋に採れた野菜や三宝に山盛りにした
【団子】を供えて豊作を祝う。
■ 9月（秋祭り）
収穫を感謝し、【赤飯】などを作って神棚に供える。【新米・と
ろろ汁】や煮ものを作って祝う。【もち粉大福】や手打ちうどん・
【即席五目おこわ】・【ぼたもち・おはぎ】や、【あんころもち】を
作ることもある。田の水を切る前に鮒を取るため、【鮒の甘露
煮】や【鮒寿司】を作る。
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わらびのおひたし 
わらび 200g
削り節 適量　 

しょう油 適量
【材料】 4人分

【つくり方】
❶鍋で湯を沸かし、あく取りをしたわらびを入れ、茎に少し弾力
が残る位まで茹でる。
❷流水でよく洗って水を切り、食べやすい長さに切り、削り節とし
ょう油をかける。



ふきが採れる時期によりやわらかさが違うので、煮る時間
を加減する。

ひと
こと

わらびの卵とじ
わらび 200g
だし汁 100cc
砂糖 大さじ1

しょう油 大さじ1.5 
サラダ油 小さじ1 
卵 1個

【材料】 4人分

【つくり方】
❶あく取りをしたわらびをよく洗い、3～4cmの長さに切り水分を
よく絞る。
❷フライパンを熱し、サラダ油を引いてからわらびを２～３分炒め
る。だし汁・しょう油・砂糖を入れ5～6分煮て味をしみ込ませる。
❸汁が半分位になったら卵を溶き入れてふたをし、2～3分煮て
火を止める。

《わらびの保存方法》
わらびは長いまま5～6cmの束にして樽に並べる。わらびが隠れ
る位まで塩を振り、わらびと塩を交互に漬け込む。最後に落し
ぶたをして重石を乗せ、ビニールで覆い、冷暗所に置いて保存す
る。使う時はよく水洗いし、少し固めに茹でて冷めるまでおく。
《わらびのあく取り方法》
わらび200gに対して灰50g（もしくは重曹大さじ1）を用意する。
わらびを大きな鍋に入れ、あく抜きのため上から灰を振りかけて
かぶる位まで熱いお湯をかけ、浮き上がらないように落しぶたと
重石をして一昼夜おく。

うどの酢味噌和え 
うど 2本 酢 大さじ2 

砂糖 大さじ1/2
味噌 大さじ1

【材料】 4人分

【つくり方】
❶うどは皮をむいて短冊切りにし、酢水にさらしてあくを取る。
❷沸騰した湯に塩（分量外）を入れ、うどをさっと茹で、ざるに上げ

て水を切る。
❸ボウルにⒶを入れてよ
く混ぜ合わせ、うどを入
れて和える。

Ⓐ

山ぶきと身欠きにしんの煮物 
山ぶき 150g
身欠きにしん 2枚 
サラダ油 大さじ1

砂糖 大さじ1 
しょう油 大さじ3
酒 大さじ1.5 

水 100cc

【材料】 5人分

【準備】
身欠きにしんは、脂を取ってやわらかくするため、米のとぎ汁に一
晩漬ける。
【つくり方】
❶身欠きにしんを取り出し、水洗いしてキッチンペーパーなどで

Ⓐ

水分を拭き取る。
❷山ぶきは皮をむ
き、4～5cmに切って
やわらかくなるまで
茹で、洗ってざるに
上げる。
❸鍋にサラダ油を入
れて熱し、山ぶきを
炒める。
❹③に3cmに切った身欠きにしん・Ⓐと水を入れ、落しぶたをし
て味がしみ込むまで煮る。



保存

保存

行事
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えごまのことを方言でいくさと呼んでいる。ひと
こと

アカシアの天ぷら
アカシア（白い花の部分）　適量 
天ぷら粉 適量 
水 適量
サラダ油 適量

【材料】 

【つくり方】
❶アカシアをよく洗い水を切る。
❷天ぷら粉に水を入れ、だまにならないようにしっかり混ぜ合わ
せ、アカシアをくぐらせる。
❸180度に熱したサラダ油でカラッと揚げる。



にらせんべい（えごま入り）
にら 1/4束 小麦粉 100g

水（または牛乳）120cc～140cc
砂糖 大さじ1 
味噌 大さじ1
えごま（いくさ）大さじ1/2 
サラダ油 大さじ1

【材料】 4人分

【つくり方】
❶にらを洗って2cmに切る。
❷にらとⒶを全て混ぜ合わせる。
❸フライパンを熱し、サラダ油を薄く引いてから②を入れて平ら
に伸ばし、こげないように焼き、ひっくり返して裏面も焼く。



Ⓐ

きなこおにぎり
ご飯 500g
きなこ 30g
塩 小さじ1/2

【材料】 4人分

【つくり方】
❶きなこと塩を混ぜ合わせ、バットに広げる。
❷ご飯を8等分し、おにぎりを作り①の中で転がす。

行事

行事
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筍ご飯
米 3合 
水 540cc
さやいんげん 6本 
筍（茹でたもの） 300g
竹輪 1本 
油揚げ 1枚 
人参 50g

しょう油 大さじ2 
酒 大さじ2 
塩 少々 
だし汁 100cc
砂糖 小さじ1

【材料】 4人分

【つくり方】
❶米を洗ってざるに上げ、30分位おく。炊飯器に米と水を入れて
炊く。
❷筍は穂先を薄切りに、残りは縦に切ってから3mmのくし形に切
り、油揚げは短冊切り、竹輪は縦半分に切って3mmの斜め切り、
人参は皮をむいて2mmのいちょう切りにする。
❸②とⒶを合わせて人参に火が通るまで煮る。汁が少なくなって
も人参が煮えていない場合は、だし汁を足して煮る。（ご飯に混

Ⓐ

ぜるまで温めておく） 
❹さやいんげんを塩茹でにして、３ｍｍの斜め切りにする。
❺ご飯が炊き上がる5分位前に、③を乗せてふたをする。ご飯が
炊き上がったら、具材とご飯が均一になるように混ぜる。
❻器に盛りさやいんげんを散らす。



山椒味噌 
山椒の葉 100g
味噌 300g

みりん 100cc
砂糖 100g

【材料】 

【つくり方】
❶山椒の葉を若い（やわらかい）うちに採る。
❷山椒の葉を洗ってざるに上げ水を切る。
❸すり鉢に山椒の葉・味噌・みりんを入れ、すりこぎでゆっくり・し
っかりとすり混ぜる。（フードプロセッサーを使用してもよい） 
❹最後に砂糖を入れてすり混ぜる。 ◆消費しやすいように小さめの器に入れ、冷凍庫で保存

する。
◆固く凍らないので、出してすぐに使える。
◆冷やっこの他に焼き魚やパンにも合う。

ひと
こと

梅漬け
青梅 1kg
自然塩 100g
焼酎（35度） 200cc
酢 200cc

砂糖 100g
赤じその葉 200g
塩 20g

【材料】 

【つくり方】
❶青梅を一晩水に漬けて、あく抜きをする。
❷かめに酢と焼酎を入れる。
❸梅をざるに上げて水をよく切り、竹串などでへたを取る。自然
塩・砂糖をまぶしてかめに入れ、落しぶたをして2kgの重石をす
る。漬けて2～3日は、1日に1～2回上下に揺すると塩が溶けて水
上がりがよくなる。
❹漬けて8日目に、かめから梅を取り出す。（汁は捨てない）

❺赤じそを洗って10gの塩でよく揉み、あく汁を捨てる。これを2
回繰り返し、充分に絞ってから少量の酢（分量外）又は④の梅酢
でよく揉む。
❻梅と赤じそを交互に漬け込み、④の汁をもどし、落しぶたをし
て重石をする。冷暗所で保存し、1ヶ月位で食べられる。



保存

保存
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墓参りの「米
よね

」・「おせんまえ」
米 2合 
なす 1個 
ささぎ 3本　 
きゅうり 1本 

＊野菜はその時に採れる野菜
を使うため地域によって違う。

【材料】 

【つくり方】
❶米を洗ってざるに上げ水を切る。
❷なす・きゅうりをいちょう切りにする。ささぎは2～3mmの斜め
切りにする。
❸①と②を混ぜ合わせて重箱に入れる。

これは食べるためのものではありません。
8月1日の墓参りに、かやの茎などを箸にして持って
行き、先祖の霊に感謝してすべての石塔に少しず
つ供える。
「よね」または「おせんまえ（おせんまい）」と呼ん
でいる。

行事

団子
米粉　　　  200g
熱湯　　　  200～240cc

【材料】 20個分

【つくり方】
❶米粉に熱湯を少しずつ加えながら割箸でかき回し、1つにまと
めて耳たぶ位の固さにこねる。
❷①を台の上で棒状に伸ばし、食べやすい大きさにちぎり丸める。
❸蒸気の上がった蒸し器に水で濡らした蒸し布を敷き、②を入
れ15～20分位蒸す。
❹蒸し上がった団子を平らな所にあけて、手早くうちわであおぎ
ながら転がすと照りが出る。この時に、手に水を付けながら団子
を転がしてもよい。

④をあける時に、ビニールを敷くと団子が付かなくてよい。ひと
こと お彼岸や墓参り、法事等には欠かせない。行事

えごまだれ団子
米粉 200g
白玉粉 50g
熱湯 250～300cc

えごま（いくさ） 150g
砂糖 150g

【材料】 20～25個

【つくり方】
❶ボウルに米粉と白玉粉を混ぜ、熱湯を少しずつ加えながら割
箸でかき回し、耳たぶ位の固さにこねる。
❷①を台の上で棒状に伸ばし、食べやすい大きさにちぎり、丸め
て手のひらで押さえて平らにする。
❸蒸気の上がった蒸し器に水で濡らした蒸し布を敷き、間隔を
開けて②を並べ、15～20分位蒸す。蒸し上がったら冷ます。
❹えごまをフライパンで炒り、2～3粒はねたら火を止める。
❺すり鉢に入れてよくすり潰し、砂糖を加えて混ぜ合わせる。
（しょう油を少し入れて伸ばしてもよい） 
❻団子に⑤を絡めてでき上がり。 少し甘い位の方が美味しい。ひと

こと





行事 米粉

米粉

行事
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炭酸まんじゅう
薄力粉 500g
砂糖 200g
（砂糖を少なくしたい場合は、
100～150gでもよい） 
水または牛乳 200cc
卵（M） １個 
重曹 大さじ1 
酢 大さじ1 
サラダ油 大さじ1 

小豆 300g
砂糖 400g
塩 小さじ1

薄力粉（打ち粉用）適量

【材料】 30個分

【準備】
「もち粉大福」（6頁参照）の【あんこのつくり方】の要領でⒶのあん
こを作っておく。
【つくり方】
❶薄力粉と重曹を合わせて振るう。
❷よく溶いた卵に砂糖・サラダ油・酢の順に入れて混ぜ合わせ、
水または牛乳を加えて混ぜる。
❸①と②をざっくりと混ぜ合わせ、15～20分常温でねかせる。
❹台に薄力粉を広げ、③を棒状に伸ばして30個に切り分ける。
❺④を丸く伸ばし、あんこを入れて包み、口をしっかり閉じる。
❻蒸気の上がった蒸し器に水で濡らした蒸し布を敷き、まんじゅ
うの皮の閉じ口を下にして間隔を開けて並べる。照りを出すため
玉じゃくし等でまんじゅう1個に対し30cc位の水を手早くかけて
ふたをし、沸騰したら7～8分蒸す。
❼蒸し終ったらすぐに取り出し、うちわであおいで冷ます。

Ⓐ

◆酢を入れることで重曹の苦味が無くなる。
◆蒸す時に火力が強いと、皮がひび割
れてしまうので注意する。
◆水でなく牛乳を使うと、皮がなめらか
になる。

ひと
こと

墓参り・お盆・お彼岸に、供物と
してご先祖様にお供えする。行事

小いもの煮っころがし
小いも 300g
サラダ油 大さじ2 
だし汁 100cc

砂糖 大さじ2 
しょう油 大さじ2 
酒 大さじ2

【材料】 4人分

【つくり方】
❶小いもは皮つきのままよく洗う。
❷鍋にサラダ油を熱し、小いもを入れてサラダ油がなじむまでよ
く炒める。
❸だし汁を加え、15分位煮る。
❹③にⒶを入れて煮る。
❺煮汁が少なくなったら、小いもを転がしながら煮汁を絡めるよ
うに煮上げる。

Ⓐ



行事

収穫した小いもを捨てずに有効に使うための料理。ひと
こと



きゅうりとなす（合わせて）  1kg 塩 70g
辛子 30g
みりん 100cc
砂糖 200g

夕顔 500g
水 300cc
砂糖 大さじ1.5 
しょう油 大さじ4

片栗粉 大さじ2 
水 大さじ2
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なすの油味噌
なす 4本 
ピーマン 2個
サラダ油 大さじ3 

味噌 大さじ3 
砂糖 大さじ1 
みりん 大さじ1 
酒 大さじ2

【材料】 4人分

【つくり方】
❶なすはへたを取り3cm位の乱切りにして水にさらす。ピーマン
は種を除いて乱切りにする。
❷フライパンを強火で熱し、サラダ油を引いてなすを炒め、しん
なりしてきたらⒶとピーマンを入れてさっと炒める。

Ⓐ

◆季節の野菜（玉ねぎ・しそ）やひき肉等と一緒に炒めて
も美味しい。
◆忙しい時などにさっと作れ、夏に欠かせない一品。

ひと
こと



【材料】 

【つくり方】
❶きゅうり・なすを1～1.5cmの小口切り又は一口大に切る。
❷Ⓐをよく混ぜる。
❸きゅうり・なすに②を加えて軽く揉み、重石をして一晩漬ける。

Ⓐ

◆簡単ですぐに漬かるので便利。
◆漬け汁は2回使える。

ひと
こと



きゅうりとなすの辛子漬 

【材料】 4人分

【つくり方】
❶夕顔は皮をむき、綿の部分を外して一口大に切る。
❷綿の部分は種を取り除き、一口大にちぎる。
❸鍋に夕顔と綿を入れ、水を入れて10分位煮る。
❹③にⒶを入れ、味がしみ込むまで煮る。
❺Ⓑを混ぜ、④に加えてしっかり煮立たせる。
（火を止める1分ほど前に、削り節を混ぜてもよい）

Ⓐ

◆かんぴょうは夕顔を輪切りにして薄く剥き、天気のよい
日に干したもの。

ひと
こと

夕顔のあんかけ
Ⓑ

行事

保存



しそジュース 250cc
米粉 100g

【材料】 容器2個分
牛乳パック 3本分
輪ゴム 4個

ハサミ
セロテープ

米粉 100g
砂糖 70g

水 200cc
ブルーベリージャム 大さじ2
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しそジュース 
赤じその葉 300g（400g） 
水 1800cc（2000cc） 
砂糖 1kg（1kg） 
食酢 200cc（300cc） 

＊（　）の分量で作ると、甘味
が抑えられ酸味のきいたあっ
さりした味になる。

【材料】 2リットル分

【準備】
ジュースを入れるびんとふたを煮沸する。
ガーゼを用意する。
【つくり方】
❶赤じその葉をよく洗う。
❷鍋に水を入れて沸騰させ、赤じその葉を入れる。葉が緑色に
なるまで煮て取り出す。

しそジュースういろう
【材料】 4人分

【つくり方】
❶ボウルにしそジュースと米粉を入れよく混ぜる。
❷容器にラップを敷き、①をゆっくり流し入れてから軽くふたを
し（ラップをかけてもよい）、ふたの角を開け蒸気が出るようにし
て、電子レンジ（500w）で7分加熱する。
❸冷めたら木綿糸または釣り糸で巻くように切るときれいに切れる。

ブルーベリージャムういろう
【材料】 4人分

【つくり方】
❶ボウルに米粉・砂糖・水を入れてよく混ぜる。
❷下のういろう容器にラップを敷く。三角のくぼみにブルーベリー
ジャムを入れて平らにならす。その上に①をゆっくり流し入れてか
ら軽くふたをし（ラップをかけてもよい）、両側2箇所を輪ゴムで止
めて電子レンジ（500w）で7分加熱する。
❸冷めたら木綿糸または釣り糸で巻くように切るときれいに切れる。

❸②の液に砂糖と酢を入れ煮溶かす。ただし沸騰する前に火を
止める。
❹③が熱いうちにガーゼで濾し、煮沸したびんに口いっぱいまで
入れ、すぐふたを閉める。飲む時は3～4倍に薄める。

■ういろう容器の作り方

❶注ぎ口をひらいて、底まで
2本切れ目を入れる。

❷切れ目を入れた面の注ぎ
口を切り落とす。

❸切れ目を入れる。 ❹折ってテープで止める。
2つ目の牛乳パックを同じよう
に作る。❺最後に残った牛乳パックの側面だけを切り

取り、さらに半分にしてＬ字のものを2枚作り、
④の中にはめ込む。Ｌ字のものが浮き上がら
ないように、4箇所をテープで止める。完成

保存

米粉 米粉

ラップを敷き、ういろう液を流し入れ、
ふたをして両側2箇所を輪ゴムで止め、
電子レンジ500wで7分。

他のジャムを使うと、色や味を変えて楽しめる。ひと
こと

使い方
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奈良漬け
白瓜 20本 
塩 500g位 

酒粕 7kg
砂糖 3kg

【材料】 

【準備】
白瓜はへたを切り落とし、縦半分に切る。スプーンで種と綿をく
り抜く。
白瓜のくぼみに塩を1/3位入れ、桶などに切り口を上にして並べ
て重ねていく。
全部並べたら中ぶたをして6kgの重石を乗せ、一昼夜漬ける。
【つくり方】
❶白瓜を取り出し、キッチンペーパー等で水分をしっかり取る。
❷酒粕と砂糖をよく混ぜる。
❸桶の底に②を薄く敷き、白瓜全体にも②を塗り込みながら、切
り口を下にして桶にきれいに並べて重ねていく。最後に②をたく
さん塗ってふたをする。漬けて1ヶ月位で食べられる。

◆塩いかは、冷蔵・冷凍保存ができなかった時代から、保
存食として長野県各地で食されてきた。
◆このきゅうりもみは、塩いかの代表的な料理となっている。

ひと
こと



きゅうりの粕もみ
きゅうり ２本 
酒粕 大さじ3

砂糖 大さじ1/2
塩 少々

【材料】 4人分

【つくり方】
❶きゅうりは板ずりをして薄い小口切りにする。塩を振りしんなり
させ、しばらくおく。
❷きゅうりをざるに上げ強く絞って水を切る。（水気が多いと水
っぽくて美味しくない）
❸きゅうり・酒粕・砂糖を入れ混ぜ合わせる。

塩いかのきゅうりもみ
塩いか 1パイ
きゅうり 3本 

【材料】 4人分

【つくり方】
❶いかを薄い輪切りにして水に漬け、水を取り替えながら1時間
（塩味が少し残る位）塩出しをする。
❷きゅうりは板ずりをしてから小口切りにして絞る。
❸いかの水を切り、きゅうりと和える。



行事

行事

保存

白瓜の代わりにしま瓜を使うと黒くてやわらかい奈良漬け
ができる。

ひと
こと

すぐ食べられるが、味がしっかりなじむよう冷蔵庫で保存
してもよい。

ひと
こと
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◆漬け汁は煮立てなくてもよいが、暑い時はカビ易いので
煮立てて冷ましてから漬け汁をかけたほうがよい。
◆フリーザーバッグに入れて冷凍保存してもよい。
◆もち米とうるち米を蒸した「ふかし」と、酒粕を使う作り
方もある。

ひと
こと

佐久古太きゅうり 2kg
（中の種を取ったもの） 
塩 100g
しその葉 20枚 
みょうが 20個 
人参 1～2本 
生姜 80g

〈塩出し用〉 
砂糖 300g
しょう油 400cc
〈本漬け用 〉
しょう油 400cc
砂糖 400g
みりん 400cc
酢 100cc
焼酎（35度） 100cc

【材料】 

【つくり方】
❶きゅうりは両側を少し切り落とし、割箸を差し込み中をくり抜い
て種を取る。これを2kg用意する。塩を振って1～2晩漬ける。
❷漬けたきゅうりを取り出し、Ⓐを細目の短冊に切り、しその葉で
包んできゅうりの中に入れる。
❸〈塩出し用〉の調味料を合わせて②を入れ、3～4日漬けて塩抜
きをする。（カビやすいので冷蔵庫などの冷暗所に置く） 
❹③の液を捨てて、〈本漬け用〉の調味料を合わせてきゅうりにか
ける。冷暗所に保存し、1ヶ月位で食べられる。

佐久
さく

古太
こだい

きゅうりの鉄砲漬

Ⓐ

佐久市内の志賀駒込地区・春日湯沢地区で長年栽培が続
けられてきた伝統野菜で、みずみずしく歯ごたえがあり苦
味が少ない。
写真のとおり、一般的なきゅうりより丈が短く太い。また漬
けても皮がしっかりしているため、鉄砲漬に適している。
栽培等については、佐久市役所農政課内 佐久市営農支
援センターへお問い合わせを。

■佐久古太きゅうりとは 

左が一般的なきゅうり、右が佐久古太きゅうり

保存 特産
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秋の行事と食　…【 】内は、レシピを掲載

■ 11月10日（十日夜）
4月10日に山を降りた田の神が、この日山へ帰るのに感謝し五
穀豊穣を願う行事。茗荷の茎を芯に稲わらで作った筒（わら
鉄砲）を叩いて家々を廻り、もぐら退治をする。「大根の年取り」
という言葉があり、11月10日を過ぎれば大根の収穫がよいの
で、この日を基準にして収穫する。収穫への感謝として、【十日
夜のもちと大根】を供える。大根はお箸の代わりとしている。
おもちの代わりに【あんころもち】を箕（み）に乗せる家もある。

■ 11月（秋の恵比寿講）
収穫へ感謝し、【秋刀魚の年取り】をして家にあるお金や新米
を一升枡に入れ、お神酒を供えて恵比寿様に供える。生の秋
刀魚や味噌汁・うどん・【新米・とろろ汁】を供えたり、秋刀魚で
はなく、いわしを供える家もある。



浅科かぼちゃ 500g だし汁 200cc
しょう油 大さじ2
砂糖 大さじ4
酒 大さじ2
塩 少々
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ズッキーニ 500g
塩 小さじ1

カレー粉 大さじ2 
砂糖 大さじ4 
酢 大さじ6 
塩 小さじ1/2

【材料】 

【つくり方】
❶ズッキーニを洗い2mm位の輪切りにする。
❷鍋にⒶを入れ、軽く火にかけて砂糖を煮溶かす。
❸別の鍋で湯を沸かし、塩とズッキーニを入れ、切り口が透明が

Ⓐ

◆ズッキーニがあま
り好きでないという
人でも食べられる。
◆ズッキーニは、「夕
顔のあんかけ」（15
頁参照）のように薄
めの砂糖じょう油で
煮て食べても美味
しい。

ひと
こと

ズッキーニカレーピクルス



【材料】 4人分

【つくり方】
❶浅科かぼちゃは種と綿を取り、皮付きのまま大きめに切る。
❷鍋にⒶとかぼちゃを入れて汁が無くなるまで中火で煮る。

Ⓐ

ひと
こと

浅科かぼちゃの煮つけ

プルーン 1kg
砂糖 300～400g

レモン汁 1/4個分
【材料】 

【つくり方】
❶プルーンをきれいに洗って、水気をよく拭き取る。
❷プルーンを半分に切って種を取り除く。（傷のある皮も取る）
❸鍋にプルーンと砂糖を入れ、汁が無くなるまで中火で煮詰める。
（砂糖は加減をみる）〈300g-ひかえめ／400g-やや甘い〉
焦げ付きやすいので、柄の長い木べラで時々かき混ぜる。（汁が
飛び跳ねるので火傷に注意する）よく熟したプルーンはそのまま
でよいが、固いプルーンは水を加えて煮詰めるとよい。
❹煮詰まったらレモン汁を入れる。（香りがよくなる）
❺保存びんとふたを
煮沸し、空気が入ら
ないようにびんの口
いっぱいまでジャムを
入れ、すぐふたをす
る。（びんもジャムも
熱いまま移す）そのま
まの状態で冷ます。

プルーンジャム


プルーン 1kg
砂糖 300～400g

【材料】 

【つくり方】
❶プルーンをきれいに洗って、水気をよく拭き取る。
❷プルーンは種付きのままフォークか楊枝で穴を開ける。
❸鍋にプルーンと砂糖を入れてひと混ぜし、一晩置く。
❹③を弱火にかけ、砂糖が溶けたら火を止める。
❺冷めたら再び弱火にかけて少し煮る。冷めたら煮るを2～3回
繰り返す。
❻プルーンにし
わがよってくるの
で、最後はじっ
くり煮詰める。
冷めたら保存容
器に入れ、冷蔵
庫で保存する。

プルーンの姿煮 

保存

保存 特産 保存 特産

特産

浅科かぼちゃは、その名のとおり浅科地区に伝えられてきた
かぼちゃで、わに皮のような表面と細長い形で皮が薄く輪切
りにし易い。現在は主に浅科・望月地区で栽培されている。

■浅科かぼちゃとは

煮る作業を、蒸すあるいはレンジで温めると早くできる。

かってきたらざるに上げて水を切る。
❹③が熱いうちに②の調味料と絡め、あら熱が取れたら冷蔵庫
で冷やして食べる。



❺煮汁が少なくなったら
鍋を傾け、スプーンなどで
残った汁をすくい上げて
全体にかける。これをし
っかりやることで全体に
照りが出て味も付く。
❻煮汁が無くなったら火
を止め、充分に冷めたら
崩れないように1匹ずつ
皿に盛り付ける。保存容器に入れる場合はふたをして冷蔵庫で
保存する。

米 4合 
すし酢 100cc
鮒の甘露煮 適量 
卵 3個 
砂糖 大さじ2 

塩 少々 
みつば 適量 
人参 1cm
紅生姜 適量

もち米 4合 
水 540cc
竹輪 1本 
椎茸 3枚 
人参 1/2本 
油揚げ 1枚 
筍 50g

砂糖 15g
しょう油 20cc

切り昆布 20g
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【材料】 5人分

【つくり方】
❶炊飯器に洗ったもち米と水を入れて、1時間以上浸水させてか
ら炊く。
❷Ⓐを細かく刻んで鍋に入れ3cm位に切った切り昆布とⒷを入
れて汁気が無くなるまで煮る。（味は濃いめの方が美味しい）
❸炊き上がった①に②の具を加え、切るようにして混ぜ合わせる。

Ⓐ

◆蒸し器を使わないので簡単。
◆水加減を調整してもよいが、やわらかすぎないようにする。
◆家にある色々な野菜を使ってもよい。

ひと
こと

即席五目おこわ
Ⓑ



【材料】 5人分

【準備】
鮒の甘露煮（下記参照）を作っておく。
【つくり方】
❶炊飯器に洗った米と水を入れて普通に炊く。
❷炊き上がったらすし桶等に移し、すし酢をかけてうちわであお
ぎながら切るように混ぜる。
❸卵に砂糖・塩を入れ、よくかき混ぜてフライパンでそぼろ状に
炒め、炒り卵を作る。
❹人参を薄く切り、花形に抜いて茹でる。 この料理は、平成７年に県知事賞を受賞した。ひと

こと

鮒寿司 

❺直径21cmのケーキ型に鮒・炒り卵の順で並べ、②の酢飯を乗
せて押し、平らな皿にひっくり返す。
❻人参・みつば・紅生姜を形よく並べる。

鮒 1kg
酒 200～250cc

しょう油 180cc
ざらめ 300g

【材料】 

【つくり方】
❶水を張ったバケツに鮒を入れ、水を替えながらよく洗う。
❷鍋に酒・しょう油を入れて強火で煮立て、①の鮒を5回位に分
けて入れる。（はね出さないようにふたで押さえる） 
❸全部入れ終わったらざらめを入れ、あくを丁寧に取る。
❹ここから中火の弱火にして、アルミホイルなどで落しぶたをして
ゆっくり煮る。途中でかき混ぜることは絶対しない。鍋全体を静
かに揺する位がよい。

◆火加減を上手に行い、焦がさないようにする。
◆汁気を足したい時には酒を入れる。
◆鍋の大きさにもよるが2kg位が煮やすい。
◆ざらめを使うと、みりんを入れなくてもきれいに仕上がる。

ひと
こと

鮒の甘露煮


行事

行事 保存 特産

行事 特産



青トマト 3.8kg
塩（下漬け用） 120g

砂糖 950g～1kg
酢 720cc
カレー粉（37g缶）　1缶

もち米 1升 
小さめの大根 2本

片栗粉（打ち粉用）　　適量
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【材料】 

【準備】
もち米を洗って一晩水に浸す。
【つくり方】
❶もち米をざるに上げ水を切る。。
❷蒸気の上がった蒸し器に水で濡らした蒸し布を敷き、もち米を
入れて40分位蒸す。
❸もちつき機に蒸し上がった②を入れ、粒々が無くなりなめらか
になるまでつく。
❹台に片栗粉を広げ、もちを乗せて打ち粉をしながらお供えもち
の形にする。

十日夜のもちと大根



【材料】 

【準備】
トマトを横半分に切って種を取り、塩を振って3日位漬ける。
【つくり方】
❶トマトの水が上がったらざるに上げ、よく水を切る。
❷トマトを5mm位の厚さに切る。
❸Ⓐを煮立て、熱いうちにトマトにかけて保存容器に移し漬け込む。
❹2、3日過ぎたらトマトをざるに上げ、漬け汁を煮立てて充分に
冷ましてから再度漬け込み、保存容器に入れる。冷蔵庫で保存
すると5か月は食べられる。

玉ねぎ（中玉5～6個）を半分に切って薄切りにしたもの
を、③の段階で入れても美味しい。

ひと
こと

青トマトのピクルス

Ⓐ

たにし 30個位 
味噌 150g

だし汁 750cc
【材料】 5人分

【準備】
捕ってきたたにしは、たわしなどで周りの土やぬめりを取り、水を
たくさん張ったバケツに入れて途中で水を取り替えながら1週間
位泥抜きをする。
【つくり方】
❶泥抜きが終わったら、たにしを洗う。
❷鍋にたにしとだし汁を入れて煮立てる。沸騰したらあくをすく
い15分位煮る。
❸味をみながら味噌を溶き入れる。

◆たにしのことを、方言で「つぶ」と呼んでいる。
◆食べる時は先に汁を飲み、汁が少なくなったら楊枝で
たにしの中身を取り出して食べる。
◆昔は肉が食べられなかったので、たにしやいなごで蛋
白質を補っていた。

ひと
こと

たにし汁


行事

保存

❺お供えもちを箕（み）の中に入れ唐箕（とうみ）の上に飾る。お箸
の代わりとして大根2本も添える。（写真には大根は入っていない）
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いなご 800g 三温糖 300g
（ざらめでもよい） 
しょう油 150cc
水あめ 60g
水 1000cc

【材料】 

【つくり方】
❶いなごを捕まえたらその日のうちに多めの湯にいなごを入れ、
ふたをしていなごが赤くなるまでしっかり茹でる。
❷いなごをボウルなどに上げ、水を替えながらごみなどを取って
きれいに洗う。足（ざらざらした部分）を取り、できれば羽根もむ
しる。
❸鍋にいなごとⒶを入れ、最初は強火で煮る。ふたはしない。
❹汁気が無くなってきたら弱火にし、汁が完全に無くなるまで焦
がさないようにしっかりと水分をとばす。（ここまでできれば、食

◆いなごも鮒も一度煮たところで冷ますのがポイント。
◆フリーザーバッグに入れ、冷蔵庫で保存する。
◆昔は足の部分をすって、味噌と砂糖を混ぜておにぎりに
付けたり、ご飯の上に乗せて食べた。

ひと
こと

いなごの佃煮

Ⓐ

ピーマンの葉 200g 砂糖 大さじ3 
しょう油 大さじ4
酒 大さじ4
みりん 大さじ2

【材料】 

【準備】
ピーマンの葉をよく洗い、ざるに上げて水を切る。
ピーマンの葉をさっと茹でて水に漬け、一晩おく。
【つくり方】
❶鍋にⒶを入れて煮立たせる。その中にピーマンの葉を入れ中
火で15分位煮る。

ピーマンの葉の佃煮

Ⓐ

ねぎ 2本（250g） 
いか（中位のもの） 1パイ

酢　　　　　  大さじ1.5 
砂糖　　　　  大さじ1.5  
味噌　　　　  大さじ3

【材料】 4人分

【つくり方】
❶ねぎは長さを半分に切り、蒸気の上がった蒸し器で5～6分蒸す。
❷①が冷めたら3cmの長さに切る。
❸いかは、はらわたと足を取り、胴の中をきれいに洗う。
❹いかの胴と足を蒸し器で5～6分蒸す。
❺④を取り出し、胴は長さ3cmの短冊切りにする。いかの足は1
本ずつ切り離し、3cmの長さに切る。
❻味噌をすり鉢でよくすり、酢と砂糖を入れて混ぜ合わせる。
❼⑥にねぎといかを入れて和える。（食べる直前に混ぜ合わせる
と美味しい）

ねぎといかのぬた 




保存

保存

感がカリカリになる） 
❺冷めてから器に盛る。

酢味噌和えのことを方言でぬたと呼んでいる。ひと
こと

❷①の中から葉を取り出し、汁を1/3まで煮詰める。
❸②の中に葉をもどし、弱火で汁が無くなるまで煮詰める。フリ
ーザーバッグに入れ、冷凍庫で保存する。
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新米 3合 
長いも 500g
卵白 1個分 
酒 大さじ1 

砂糖 小さじ1 
煮干 3匹 
しょう油 大さじ3 
焼海苔 1/2枚

【材料】 4人分

【つくり方】
❶炊飯器に洗った新米と普通より少なめの水を入れて炊く。
❷水100ccと、頭とはらわたを取った煮干しを入れて中火で10
分煮る。そこにしょう油と砂糖を入れてだし汁を作って冷ます。
❸長いもの皮をむいてすり、卵白・酒を加えてさらによくする。
❹③に②のだし汁を少しずつ加えてすり、味と粘りをみながら仕
上げる。
❺炊けた新米ととろろ汁を盛り付けて、焼海苔を3cm×2mmに
切りとろろ汁に散らす。

新米・とろろ汁

新米ができると、とろろ汁と焼き秋刀魚で祝う。行事



ご飯 
焼き秋刀魚 １尾

煮物の材料（大根・人参・じゃが
いもなどの家で採れた野菜）、
こんにゃく・さつま揚げ・しょう油・
みりん） 

【用意するもの・材料】 

【煮物のつくり方】
野菜を大きく切った煮物を作る。自分の家で採れた野菜（大根・
人参は3cmの輪切り、他の野菜も大きく切る）とこんにゃく・さつま
揚げ等を、しょう油・みりんで煮る。

秋刀魚の年取り

お膳に山盛りのご飯・焼き秋刀魚・煮物を盛り合わ
せ、その向いに恵比寿様と古銭を飾る。行事

地粉（中力粉） 200g
水（すいとん用） 170cc
大根 10cm
人参 5cm
ごぼう 100g
里芋またはじゃがいも2個 
なす 1本

さやいんげん 6本
長ねぎ 1本 
油揚げ 1枚 
水（煮汁用） 1400cc
煮干し 30g
しょう油 大さじ3
（味噌味の場合は大さじ4）

【材料】 4人分

【つくり方】
❶地粉に水を加え、ゆるめに溶いて10分位ねかせる。
❷大根・人参・里芋は皮をむいて食べやすく切り、油揚げは短冊
切りにする。ごぼうはささがき、なすは食べやすい大きさに切り、
それぞれ水に入れてあくを取る。長ねぎとさやいんげんは斜め

に切る。
❸鍋に水と煮干し・②
の野菜を入れて煮る。
❹野菜がやわらかく
なったら、しょう油か
味噌で味を付ける。
❺ぬらしたスプーン
で①をすくっては鍋
に入れ、とろ火で煮
込む。

すいとん（おつめり） 

◆①を溶く際に卵1個を混ぜるとふっくらしたすいとんになる。
◆材料は、この他に玉ねぎ・きのこなど季節の野菜を入れる。
◆煮干しはそのままでもよいが、内臓・頭を取ると苦みが
無くなる。
◆すいとんのことを、方言でおつめりとか、おつみれと呼んでいる。

ひと
こと

とろろ汁を白く仕上げるため、卵黄は使わない。ひと
こと



行事

行事



■ 大根
葉を10cm位残し、ビニールの肥料袋に葉を上にして立てて入れ、よく
縛る。氷点下にならない所に置く。土で保存する場合は、葉を同じく
残し、大根同士がつかないように土の中に立てる。（葉を切ってもよ
い）ねずみがつかないように注意して、もみ殻・わらをかけておく。
米のとぎ汁の中に入れて水から茹でる。茹でたら水にさらさず、そ
のまま煮立てた煮汁へ入れて煮込む。大根の苦味を消し、味が染
み込みやすくなる。
■ じゃがいも
ダンボール箱又は米袋に入れ、芽が出にくいようにりんごを入れて（1箱
あたり2個）、氷点下にならず、太陽光に当たらない場所で保存する。
■ 白菜
よく干してしんなりしたら、新聞紙に包んで涼しい廊下等に立てて
置く。やわらかく巻いている白菜の方が長持ちし、しっかり巻いてい
る白菜は芯まで乾かないため傷みやすいので早く食べる。
■ ほうれん草
根を切り落とし、洗わずにビニール袋や肥料の袋に入れて風通しの
よい所に置く。
掘らずに畑に残しておく。この場合、雪除けのため上に軽くビニール
をかけておく。
■ エゴマ・しそ
エゴマの木・しその木が枯れたら、ねずみの出やすい所に置いてお
くと、その臭いを嫌って寄り付かない。

冬の野菜・果物情報
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冬の行事と食　…【 】内は、レシピを掲載
■ 12月21日～23日（冬至）
冬至の日には【冬至の煮物】を必ず食べる。【かぼちゃほうとう】なども作る。
■ 12月31日（大晦日、年取り、新年の準備）
神棚に洗米、年神様と恵比寿様に酒を供え、豊作に感謝し無病息
災を願う。塩鮭の頭と尻尾を神棚に供える家もある。【鯉こく】・
【鯉のうま煮】・【鮭の粕煮】・【きんぴらごぼう】・昆布巻き・【ひたし
豆】・【煮こじ】・【五色の野菜汁】などを食べる。年越し【そば】も食
べる。【お供えもち】を奇数組作って、神棚・恵比寿様・仏様などに1
飾りずつ供え、年神様を迎える準備をする。残ったもちは【あんころ
もち】や板もちにして食べる。年の瀬の12月28日につく家が多く、12
月29日は苦もちと言われて、つく家は少なかった。
■ 1月1・2・3日（お正月）
お正月のこの日は、この料理を食べるなどと決めている家が多い。
三が日は【黒豆】・【伊達巻き】・【雑煮】のほかに、【そば】やとろろ汁
（【新米・とろろ汁】）・【お煮かけうどん】・【鮭の粕煮】・【鯉こく】・【鯉

のうま煮】・うどんなどをいただく。お神酒を供えて今年1年無事で
あるように祈ってからいただく。長生きできるように鮭の頭と尾と米
一升をお膳にのせて供える。4日の朝にお棚さがし（お供え以外の
棚の物を全部おろす）をする。朝食後にお茶を供え、神様と松だけ
残して全部おろす家もある。
■ 1月7日（七草粥）
芹を摘み七草粥を作る。食べると風邪をひかず、一年が乗り越えら
れると云われる。また疲れた胃を休める。
■ 1月11・12日（鏡開き）
神棚や床の間に供えた【お供えもち】を下げて食べる。お供えした
もちには神様の霊が宿っているので、刃物は使わず、木槌などで叩
いて割り、【雑煮】や焼きもちにして食べる。
■ 1月13・14日（まるめ年・ものづくり）
一年の豊作を願い【稲の花・まゆ玉】をにぎやかに色付けして作り、
枝に刺して神棚・仏壇・居間・座敷・便所・床の間・物置・土蔵等に
飾る。枝に12個（12ヶ月）付ける家もある。（うるう年は13個）
■ 1月15・16日（どんど焼き）
門松・しめ縄・松飾り・書き初め・古いだるまを各戸から集めて燃や
す。その火で【稲の花・まゆ玉】やもちを焼き食べると風邪をひかな
いと云われ、無病息災・五穀豊穣を願う。
■ 1月19日（前恵比寿）
１年働いて、たくさん背負っても切れないように太いうどんを作る。
豊かになるように、一升枡に種銭・財布・貯金通帳を入れて神棚に
供える。生いわし・ご飯・煮物を供える。
■ 1月20日（春の恵比寿講）
恵比寿様が働きに行く日。働いてたくさんのお金を背負うように、
「しょい縄」と言われる太いうどんを作る。この供え物は、未婚者は
食べてはいけない（恵比寿や大黒にねたまれる、嫁に行き遅れる）
とか、供えた魚を子供は食べてはいけない（お金にかかわるから）
と云われる。
■ 1月31日（鬼の目）
【鬼の目】を作り戸口に飾る。
■ 2月最初の午の日（初午）
蚕や牛馬の祭日で神社に参拝して福だるまを買い、だるまの片目に
墨を入れ、神棚に飾る。この日に稲荷寿司（お稲荷さん）を作って供
える家もある。
■ 2月3日（節分）
炒った大豆や落花生を一升枡に入れて神棚に供える。家に鬼が入
ってこないように豆まきをする。【いわしの年取り】をする。
■ 2月8日　道祖神
【ぼたもち・おはぎ】を作ってわら馬に乗せ、子供が引いて道祖神のも
とへ行き、【ぼたもち・おはぎ】や甘茶を道祖神に供える。家に帰る
と、出世するように願いながら、引いたわら馬を家の屋根に投げる。
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りんご 4kg 砂糖 150g
塩 小さじ1

【材料】 

【準備】
干すためのネットを用意する。
【つくり方】
❶鍋に砂糖と塩を入れてよく混ぜる。
❷りんごは皮をむき、大きさにより4つ切りまたは6つ切りにして
芯を取る。
❸①の中へりんごを入れて絡め、落しぶたをして一晩おく。（水
分が出る） 
❹③を弱火にかけて煮る。時々鍋を揺すりながらりんごを裏返
し1時間位煮る。

干しりんごの寒干し

◆寒干しは1月～3月中旬頃までの寒い時期に作るのがよい。
◆使う時は自然解凍する。
◆細かく刻んで蒸しパンに入れたり、餃子の皮、シュウマ
イの皮で包み揚げにしてもよい。
◆りんごを選ぶ時はおしり(花おさまり)が開いている物や
地の色が黄色い物が完熟していて美味しい。

ひと
こと

❺きつね色になり、
串が通るようになっ
たら火を止める。冷
めるまでおいて1つ
ずつネットに並べて
干す。3日目頃から1
日1回裏返し、2週
間位でべっこう色に
なったらでき上がり。
フリーザーバッグで
冷凍保存する。



りんご 5kg
塩 少々 

砂糖 1kg
レモン汁 3個分

【材料】 

【つくり方】
❶りんごは皮をむき６つ切りにして芯を取り、うすい塩水に漬けて
からざるに上げる。
❷鍋にりんごを入れ、レモン汁と砂糖を加えて混ぜ、しばらくおい
て水気を出す。

煮りんご ❸りんごの形がくず
れないように注意
し、焦げないように
鍋の底をかき回し
ながら煮る。透明
になるまで煮る。
冷蔵庫で保存する
場合は１週間位で食
べきる。フリーザー
バッグで冷凍保存
し、りんごのない時期
に食べるのもよい。



うどん 400g
大根 200g
人参 100g
白菜 200g
凍み豆腐 2枚
（お湯でもどしておく） 

切り昆布 30g
だし袋 1袋

油揚げ 2枚 
竹輪 1本 
しょう油か味噌　100g
煮干し 30g
サラダ油 50cc
野沢菜又は干し野沢菜（好みで）
（時期にあった青菜でもよい） 
きのこ・ねぎ （好みで）

【材料】 4人分

【つくり方】
❶Ⓐをすべて細い拍子切りにする。切り昆布は3cm位に切り、
油揚げは短冊切り、竹輪は食べやすい大きさに切る。
❷煮干しをだし袋に入れる。
❸鍋にサラダ油を入れて野菜を炒め、具が浸る位の水と②を入
れて煮込む。
❹切り昆布・凍み豆腐、最後に好みでねぎ・野沢菜（青菜）・きのこ
を入れて、しょう油か味噌で味付けをする。（しょう油味に味噌を
少々加えてもよい） 食べる前にだし袋を取り出す。
❺別の鍋で茹でたうどんを、とうじ篭に入れ、具を煮込んだ鍋に
投じて（入れて）、汁の中で温めてからお椀に移し、具と汁をうど

お煮かけうどん（おとうじ）

んの上にかける。（とう
じ篭が無い場合は直接
お椀に茹でたうどんを
入れ、具と汁をかける）

Ⓐ

◆茹でたうどんを１食ずつ篭に投じるため、おとうじと呼ん
でいる。
◆細めのうどんを使う。

ひと
こと

行事

保存 特産

保存 特産
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干し大根 25kg
（大根を洗いよく日光の当たる
場所で天気のよい昼間だけ1週
間程度天日干ししたもの） 

たくあん漬けの素　130g
塩 900g～1kg
ぬか 1.6kg
ざらめ 1kg～1.5kg

【材料】 

【つくり方】
❶Ⓐを混ぜ合わせて樽の底に少量振り込む。
❷大根をすき間なく並べ、1段ごとに混合したⒶを振る。（大根を
井の字形に並べない） 
これを繰り返して、1番上にⒶを多めに振り、中ぶたをして45kg
の重石を乗せる。
❸水が上がってきたら、重石を30kgにする。1ヶ月位で美味しく食
べられる。

たくあん漬け

Ⓐ

◆たくあん漬けの素に入っている黄粉を全て入れると黄色
が濃くなるので、半分位入れてから調整する。
◆干した柿の皮やなすの葉を混ぜて漬けたりする。

ひと
こと



大豆 600g
昆布　　　　10cm角3枚

水 2000cc
砂糖 400g
みりん 150cc
しょう油 90cc

【材料】 

【つくり方】
❶大豆をよく洗う。
❷Ⓐを鍋に入れ、煮立てたら火を止めて大豆を入れる。ふたを
して一晩おく。
❸あくを取りながらふたをして弱火で煮込み、途中で鍋返し（鍋
を振って中身の上下を入れ替える）をしながら煮る。
❹昆布を洗って1cm角に切り、大豆がやわらかくなったら昆布を
入れて少し煮込む。

大豆と昆布の煮物 

Ⓐ



大根 6kg 酢 200cc
塩 200cc
砂糖 1kg
和辛子（粉） 90g

【材料】 

【つくり方】
❶Ⓐをだまが無くなるまでよく混ぜ合わせる。
❷大根は皮をむき、切らずに長いまま漬ける。太い大根は2つ割
りにする。
❸樽に大根を並べ、Ⓐを振りながら入れて重ねていく。一番上に
Ⓐを多めに振る。
❹中ぶたをしてから15kgの重石をして冷暗所で保存する。10日
位で食べられる。

大根の辛子漬

Ⓐ

❺冷めたら保存容器に入れて冷蔵庫で保存するか、冷凍庫に入
れてもよい。

保存

保存

保存



るために沸騰させて煮こぼす作業を3回繰り返す。
❷4回目は水を入れ火にかけ、豆がやわらかくなるまで煮たらま
た水を替える。
❸５回目は落しぶたをして弱火で煮る。煮汁が減ったら水を加え
る。完全にやわらかくなったら砂糖の半量と塩の半量を入れ、砂
糖・塩が溶けたら火を止め、冷めるまでふたをしたまま蒸らす。
❹冷めたら再び火にかけ、沸騰する前に味をみながら残りの砂
糖と塩を入れ、沸騰したら火を止める。
❺そのまま一晩おいて全体に味をなじませる。
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花豆 550g 塩 大さじ1
砂糖 350～550g

【材料】 

【準備】
花豆を洗い、かぶる位の水に一晩漬ける。
【つくり方】
❶漬けた水ごと弱火にかけて、煮立てたら水を捨てる。あくを取

花豆の甘煮

新しい豆を使うと煮る時間が短い。ひと
こと



しょう油 540cc
みりん 80cc
焼酎（35度） 40cc
砂糖 320g
酢 50cc
粉末だし 小さじ2

蒸し昆布 20g
菊いも 40g
人参 300g
山ごぼう 100g

きゅうり 2.2～2.4kg
大根 2kg
塩（大根用） 60g
生姜 36g
唐辛子 6g
干し椎茸 60g
（スライスしてあるもの） 
しその実 40g
塩（しその実用） 40g

【材料】 絞った材料2kg分

【きゅうりの塩蔵の仕方 2通り】
❶おから（分量外）と塩（分量外）を同量混ぜ合わせたもの
をたくさん用意する。
❷きゅうりが採れたら、きゅうりが隠れるくらいの①ときゅう
りを段々に重ねて漬け込む。
❶収穫したきゅうりを洗って1本ずつ塩（分量外）をすり込ん
で漬けて重石をする。（塩は①と②を合わせてきゅうりの3
パーセント使う）
❷一昼夜おいたらきゅうりを取り出し、もう一度塩をすり込
んで別の桶に漬け直す。
❸きゅうりが採れる度に①をして、②の桶に足していく。た
くさんできたところで重石をする。

【きゅうりの塩出し方法 2通り】
（ア）の場合：福神漬けを作る4～5日前に、桶にたっぷりの水を

福神漬け 入れ、洗ってへたを切り落としたきゅうりを入れる。
（イ）の場合：福神漬けを作る2～3日前に、桶にたっぷりの水を入
れ、きゅうりを入れて1日2回位水を替える。
【その他の準備】
●夏の収穫できる時に、しその実を洗って40gの塩に漬けておく。
福神漬けを作る半日前に水に入れて塩出しをして水をしっかり
絞る。
●福神漬けを作る2時間前に大根を洗って皮をむき、いちょう切
りにする。60gの塩で漬け込み時々かき回しながら重石をしてお
く。（大根の天日干しができればこの作業は不要）
【つくり方】
❶塩出しをしたきゅうりを輪切りにし、たっぷりの水にさらす。塩
分が多い場合は途中で水を替える。（少し塩分が残る位がよい）
❷①をざるに上げて重石をして水をしっかり絞る。
❸漬け込んだ大根をざるに上げ、水にさらして塩分を取り、ざるに
上げて重石をして水をしっかり絞る。人参はいちょう切りにし、湯
通しする。
❹生姜は千切り、唐辛子は輪切りで種も入れ、人参・山ごぼう・菊
いもはいちょう切り、蒸し昆布は３ｃｍの長さに切る。干し椎茸は
そのまま使う。
❺Ⓐを鍋で煮立て、沸騰したらあくを取る。
❻②③④⑤としその実を混ぜる。
❼一晩置いてから汁を絞り、その汁を煮立てて熱いうちに具にか
ける。
❽翌日には食べられる。保存容器に入れて冷暗所で保存する。

（ア）

（イ）

Ⓐ

大根 500g
人参 100g
じゃがいも 中2個 
こんにゃく 1/2枚 
凍み豆腐 5枚 
竹輪 1本　 
さつま揚げ 3枚 

サラダ油 大さじ3 
酒 大さじ5
砂糖 大さじ3
しょう油 大さじ5
みりん 大さじ3
塩 少々 

【材料】 5人分

【つくり方】
❶大根、人参は皮をむいて幅1cm、長さ4cmの短冊切りにする。

煮こじ じゃがいもは皮をむいて乱切りにする。
❷こんにゃくは大根と同じ大きさの短冊切りにし、塩少々を振って
カラ炒りする。
❸凍み豆腐は湯でもどしてから短冊切りにする。竹輪・さつま揚
げも短冊切りにする。  
❹鍋にサラダ油を引いて熱し、①と②を入れ2～3分炒める。
❺④に③と酒・砂糖を入れ、煮立てたらしょう油・みりんを入れて
やわらかくなるまで煮て味をしみ込ませる。

◆サラダ油でよく炒めると煮崩れしない。
◆⑤の時にツナ缶を加え、味に変化を付けても美味しい。
◆煮こじは方言で、多種類の野菜を煮るごった煮のことをいう。
◆葬式で作る煮こじやきんぴらごぼうには、赤み（人参）を
入れない。

ひと
こと



行事

保存

保存

◆夏に採れるきゅうりやしその実を塩漬けして保存し、11
～12月に福神漬けを作る。
◆山ごぼう・菊いもは無くてもよい。
◆れんこん・するめを入れてもよい。

ひと
こと



野沢菜 40kg
漬物塩 1.2～1.5kg
（唐辛子、昆布混合のもの）
焼酎（35度） 360cc

4斗樽・4斗樽用ビニール袋・
踏み込み用のビニール（袋でも
シートでもよい）
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かけ菜 200g～250g
酒粕 30g～40g
味噌 50g～60g

人参 （好みで）
凍み豆腐 2～3枚 
水 600cc

【材料】 4人分

【つくり方】
❶かけ菜をさっと茹でてあくを抜き、2～3cmに切る。凍み豆腐
はぬるま湯でもどして拍子切りにする。人参は千切りにする。
❷鍋にかけ菜と水と小さくちぎった酒粕を入れて煮る。かけ菜が
やわらかくなったら凍み豆腐を入れ、最後に味噌を溶き入れる。

かけ菜の粕汁（野沢菜） 

◆「かけ菜」とは、野沢菜などの青菜を天日干しにしたもの
をいう。
◆佐久地方は寒いので、体が温まる料理。

ひと
こと



野沢菜の漬物 2kg
干し椎茸 10枚 
切干大根 30g
人参 1本 

砂糖 400g
しょう油 400cc
酒 600cc
酢 200cc

【材料】 

【準備】
野沢菜の漬物をざく切りにし、一晩水に漬けて塩出しをする。
【つくり方】
❶切干大根を塩（分量外）で揉んでから水に10分位漬けてもど
し、水気を絞ってざく切りにする。
干し椎茸も水でもどして薄切りにし、もどし汁200ccを取っておく。
人参は千切りにする。
❷Ⓐを煮立てた中に、よく水を切った野沢菜・切干大根・干し椎
茸ともどし汁を入れ、汁が無くなるまで煮る。

野沢菜の保存煮 

◆野沢菜の塩抜きはすっかり塩を抜かず、少し塩気を残
す方が美味しい。
◆Ⓐの調味料は野沢菜の塩抜き加減により、味をみなが
ら調整する。

ひと
こと

Ⓐ

人参は仕上げる直前に入れる。



【材料】 【用意するもの】 

【準備】
4斗樽を洗って乾かす。
野沢菜の株を少し残して切り落し、大株の野沢菜は株に切り込
みを入れて野沢菜を洗う。特に株の根元に入り込んだ土をよく洗
って水を切る。
【つくり方】
❶180ccの焼酎を、樽の周りから流し入れる。
❷樽にビニール袋を入れる。
❸ビニール袋の中に180ccの焼酎を周りから流し入れる。
❹③の中に野沢菜を並べて、漬物塩を振る。野沢菜が２段にな
ったら、踏み込み用のビニールを敷き、踏み込んだ後に塩を振
る。（踏み込んだ時に漬物用ビニール袋が中に入り込むので、踏

野沢菜漬け

◆11月23日以降に漬ける。野沢菜が霜にあたるほどやわ
らかくぬめりが出る。この漬け方は、野沢菜漬けを切って
半日おいても色が白茶けることがなく、緑色が変わらない。
焼酎はカビ止めの役割がある。
◆野沢菜漬けの食べ方として天ぷらがある。野沢菜の漬
物を3～4cmに切り、水分をよく切ってから衣を付けて揚
げる。また野沢菜の株も煮物・シチューなどに利用できる。

ひと
こと

み込む時に度々上へ引
っ張り上げる）これを繰
り返し、全部漬けたらビ
ニール袋を閉じて内ぶた
を乗せて30～40kgの重
石をする。
野沢菜が一度に樽に入
りきらなかった場合は、
野沢菜が沈んでからその上に同じように並べて重石をする。
❺水が上がったら、野沢菜が漬け汁より出ない程度の軽い重石
（10～20kg）に替える。もし水が上がらない時は、5～10パーセン
トの塩水を作り、周りから流し入れて様子を見る。1ヶ月位で食
べられる。

保存

保存

保存



白菜 10個 
りんご（大玉） 5個 
キムチの素 1.35kg
にんにく 3かけ 

レモン汁 1個分 
唐辛子 5本 
塩 白菜の3％
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【材料】 

【準備】
白菜は根元に十字に包丁を入れて、そこから手で裂いて四つ割り
にし、根元の固い芯の部分を少し切り落とす。
半日位干し、白菜をよく水で洗い切り口を上にして樽に入れ、霜
降り程度に上から塩をかけ、重石をして水が上がるように3日間
漬ける。（あまり塩辛くしない） 
【つくり方】
❶白菜をざるに上げて水を切る。
❷りんごを皮付きのまますりおろす。にんにく・唐辛子（種が入って
もよい）はみじん切りにする。
❸ボウルに②とキムチの素・レモン汁を入れてよく混ぜる。

白菜の朝鮮漬

臭みが無く、誰でも食べられる。ひと
こと

❹白菜を樽に並べ、1段ごとに③をスプーンで振りかける。最後
に中ぶたをして軽めの重石を乗せる。冷暗所で保存する。漬け
て4日目位から食べられる。



くるみ 400g（正味）
砂糖 200～250g

卵白 2個分
塩 少々

【材料】 

【つくり方】
❶くるみをフライパンで炒り、渋皮を手で揉んで取る。
❷ハンドミキサーで卵白を泡立てて砂糖と塩を加える。角が立つ
位になったらくるみに絡める。
❸②をバットに1つずつ並べて天日に干し、乾いたら途中で1度ひっ
くり返す。返した面も乾いたらびんなどに入れ、常温で保存する。

くるみ菓子 

野沢菜 2kg
生姜 20g

しょう油 360cc
砂糖 80g
酢 90cc

【材料】 

【つくり方】
❶樽にビニール袋を入れる。
❷野沢菜を洗い水を切り、茎は3cm、葉の部分は1cmに切って
①の中に入れる。
❸生姜の皮をむいて千切りにする。
❹②の野沢菜に③の生姜を入れて混ぜる。
❺Ⓐを鍋に入れて火にかけ、砂糖が溶けたら火を止めて冷ます。
❻冷めたら④にかけてひと混ぜする。ビニール袋の先を輪ゴム
又はひもで縛る。野沢菜がしっかり漬かるまで空気が袋の中に

溜まるので、朝夕の2回空気を出してビニール袋を縛り直す。7～
10日位したら食べられる。

野沢菜のしょう油漬

Ⓐ



保存

保存

保存



【つくり方】
❶こんにゃくをフォークでつついて穴を開け、1cm幅に切ってか
ら斜めに切る。
❷みりん・しょう油・砂糖を合わせてひと煮立ちさせ、その中にこん
にゃくを入れて炒めるようにかき混ぜて、汁が無くなるまで煮る。

【つくり方】
❶かぼちゃは一口大に切り、鍋にサラダ油を入れて２分位炒める。
砂糖・みりん・しょう油と水を入れ、かぼちゃがやわらかくなるまで
煮る。少し水分が残っていてもかぼちゃが吸ってくれる。

小麦粉（中力粉） 500g
水 300cc
塩 小さじ1
小麦粉（打ち粉用）適量
豚肉 100g
油揚げ 2枚 
竹輪 1本 
白菜 150g
玉ねぎ 80g

大根 250g
人参 50g
かぼちゃ 200g
しめじ 100g
生姜 少々 
味噌 150g
サラダ油 大さじ2
煮干し 10匹
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【材料】 4人分

【つくり方】
❶先にほうとうを作る。水に塩を入れて溶かす。
❷ボウルに小麦粉と①の塩水を少しずつ入れ、粉全体に水がゆ
き渡るように混ぜ合わせ、ある程度混ざったら1つにまとめ、なめ
らかで弾力が出てくるまでこねる。
❸②をビニール袋に入れ、冷蔵庫の中で1～2時間ねかせる。
❹台に小麦粉を広げ、③をもう一度こねる。打ち粉をしながら麺
棒で伸ばし、麺棒に巻き付け押し転がすようにして伸ばす。縦横

かぼちゃほうとう

あんこを溶いて汁を作り、茹でたほうとうを入れると「小豆
ほうとう」ができる。

ひと
こと

◆かぼちゃは、収穫後地上から２ｍ以上の所（住宅の２階
など）に置くと日持ちがする。
◆「かぼちゃに年（冬至）をとらせるな」と云われ、冬至を境
にしておいしくなくなるとか、栄養が無くなるため、冬至ま
でに食べた方がよいなどと云われる。
◆調理しておいしく感じたかぼちゃは、後でまたおいしく
食べられるように、残りを一口大に切って冷凍にする。使
う時は常温にもどさず、煮物や天ぷらに使うとよい。

ひと
こと

方向を変えて2mm位
の厚さまで伸ばす。
❺伸ばした生地に打ち
粉をして屏風にたたむ。
❻包丁で1cm幅に切る。
❼鍋に2リットルの水と、
頭とはらわたを除いた煮
干しを入れ、弱火で15分煮る。
❽玉ねぎをくし形に切り、大根・人参はいちょう切りにする。
❾豚肉・油揚げ・かぼちゃ・白菜・竹輪はすべて一口大に切る。し
めじは石づきを取り小房に分ける。
10鍋にサラダ油を入れ、みじん切りにした生姜を入れて軽く炒め
る。そこに豚肉を入れ色が変わるまで炒める。
11⑩に玉ねぎと人参を入れ2～3分炒める。
12⑪の中に煮干しを取り除いた⑦のだし汁と残った具を入れ15
分位煮る。
13⑫に味噌を溶かして煮立てたら、ほうとうの打ち粉を払い落し
てから入れ、軽くかき回して15分位煮る。（ほうとうの芯が透き通
ったら火を止める）

こんにゃく 300g
みりん 大さじ2

砂糖 小さじ1
しょう油 大さじ1～2

【材料】 4人分

冬至の煮物 

渋柿
（へたの枝の部分をT字に切る） 

細い縄または丈夫な糸 
乾燥したわら（すぐっておく）

【材料】 

【つくり方】
❶柿は皮をむく。細い縄か丈夫な糸で柿が落ちないようにくくり
付ける。
❷屋根の下へ柿をつるす。（風通しがよく、夜露・朝露にあたらな
い場所がよい） 
❸柿が乾燥してやわらかくなってきたら取り込み、水分や固さを

干し柿 均一にするためによく揉む。
❹菓子箱などを利用して、わらを箱の長さに切って箱の底に敷
き、上に柿を並べてその上にわらを乗せる。これを交互に繰り返
す。しばらくすると粉（こ）が吹いて柿が白くなる。
干した柿が固い場合はこのままでも保存できるが、熟した柿を使
用した場合は粉（こ）が吹いたらビニール袋に入れて冷凍すると長
持ちする。



◆粉（こ）とは、柿の表面の水分が取り去られて、糖分の結
晶が白く浮いてくることをいう。
◆わらを敷くのは、柿どうしが重ならないことと風通しをよ
くするため。
◆色をよくする場合は、皮をむいたら硫黄で燻蒸してから
干すとよい。（写真はこれをしていない）

ひと
こと

悪魔や災難から守り、冬を乗り切るため、栄養価の
高いかぼちゃを食べ、1年の胃腸に溜まった砂を払
うためにこんにゃくを食べる。

行事



行事

行事

保存

《こんにゃくの厚煮》
かぼちゃ 500g
サラダ油 大さじ1
砂糖 大さじ1 

みりん 大さじ2 
しょう油 大さじ1 
水 100cc

【材料】 4人分

《かぼちゃの煮付け》



って盛り付ける。（水は冷たいほどよい） 
【そばつゆのつくり方】
❶かつお節の厚削り6gとぬるま湯200ccを中火で5分煮る。
別の鍋で、花かつお4gとぬるま湯100ccを中火で2分～5分煮る。
❷①を合わせて濾し、しょう油75cc、本みりん75ccを合わせて5
～6分煮立てる。
でき上がったら、冷まして保存容器に入れ、冷蔵庫で保存する。
2～3日のうちに使い切る。
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そばの茹で汁の濃い所　300cc
米粉 100g
砂糖 70g

【材料】 4人分

【つくり方】
❶ボウルに冷ましたそば湯を入れる。
❷①に砂糖を入れてかき混ぜ、米粉を3回位に分けてよく混ぜる。
❸四角い容器（16頁のういろう容器やタッパー等）にラップを敷
き、②を流し入れ、2～3回低い所から落とし、空気を出す。
❹軽くふたをし（ラップをかけてもよい）、ふたの角を開け蒸気が

出るようにして電子レンジ（500w）で7分加熱する。
❺冷めたら木綿糸または釣り糸で巻くように切る。

❹③を煮立てた中へ①を流し入れ、よくかき混ぜてすき透るまで煮る。
❺④をバットに流し入れ、冷蔵庫で冷やし固める。
❻食べよい大きさに切り分ける。

そば湯ういろう



そば粉 50g
水 100cc
粉寒天 4g
水 400cc

砂糖 150g
【材料】 4人分

【つくり方】
❶ボウルにⒶを入れよく混ぜる。
❷鍋にⒷを入れ火にかけて煮溶かす。
❸②の寒天が溶けたら砂糖を入れ煮溶かす。

そばようかん

Ⓑ

Ⓐ



そば粉 400g
小麦粉（中力粉） 100g

熱湯 200～230cc
そば粉（打ち粉用）50g

【材料】 4人分

【そばのつくり方】
❶そば粉と小麦粉をよく混ぜる。
❷①に熱湯200ccを手早く注ぎ、割箸などでかき混ぜる。
❸湿らない粉が無いように手でおから状になるまで混ぜる。この
時まだ固いようなら20～30ccの熱湯を加えて丸める。
❹艶と粘りが出て、ざらついた表面がつるりと変わるまで（回数に
して300回、時間なら約５分）こねて丸くする。
❺打ち粉を敷いたのし板に④を置き、手のひらで押しつぶす。
❻のし棒で円形に保つように、そばを回しながら少しずつ伸ばす。
❼直径40cm位になったらのし棒にそばを巻き付け、押し転がす
ように伸ばす。縦横方向を変えて厚さ3mm位（直径だと75cm
位）になるまで伸ばす 。
❽丸く広げたそばの上に打ち粉を振り、屏風にたたんで包丁で
3mm幅に切る。切るときは必ずまな板で切る。（のし板の上では
絶対に切らない）
❾大きな鍋にたっぷりの湯を沸かし、100～150gのそばをほぐし
ながら入れ、最初に一回箸でかき回して1分位茹でる。
10茹で上がったそばをざるにすくい上げ、冷水で洗い、よく水を切

そば

◆そばつゆの量の目安は1人あたり80ccでよい。
◆この割合で作るそばを、「二八（にはち）そば」という。
◆薬味として大根おろし・刻みねぎ・刻みのり・わさびを添
えていただく。

ひと
こと

行事 特産

特産

特産 米粉
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そば粉 150g
お湯 600cc
しょう油 大さじ5

〈薬味〉大根おろし・わさび等
【材料】 4人分

【つくり方】
❶鍋にお湯を入れ沸騰させる。
❷①にそば粉を加えたらすぐに火から下ろし、木じゃくしで手早く
かき混ぜる。
水分が全体に行き渡り固まってきたら器に盛る。
❸しょう油に、大根おろしやわさび等の薬味を添えていただく。

そばがき

鮭の切り身（甘塩）4切 
酒粕 100g

塩 小さじ1/2
水 400cc

【材料】 4人分

【つくり方】
❶酒粕を電子レンジでやわらかくして、鍋に水と酒粕を入れてよ
く混ぜる。
❷①の中へ鮭の切り身を入れて煮る。鮭により塩分が違うので、
塩を少しずつ入れて味を調節する。
❸鮭の切り身を器に盛り、鮭の上に粕の煮汁をかける。

鮭の粕煮



大根 200g
人参 50g
ごぼう 30g
里芋 100g
じゃがいも 100g

昆布 10cm
だし汁 600cc
塩 小さじ1
しょう油 小さじ2
みつば 適量

【材料】 4人分

【準備】
昆布を1cm角に切り、30分位だし汁の中に入れる。
【つくり方】
❶Ⓐの材料はすべて皮をむき1cm 位のさいの目切りにする。
❷昆布とだし汁を入れた鍋に①を入れ、やわらかくなるまで中火
で煮る。
❸塩としょう油を入れて味を調える。食べる直前にみつばを切っ
て散らす。

五色の野菜汁

大晦日の日の夕飯に食べる、お年取りの献立。
「一六」（いちろく）や「お賽」（おさい）とも呼んでいる。
残った汁は元日の雑煮やうどんに使う。

行事



行事

行事

特産

Ⓐ



鯉　１尾 
しょう油 135cc
みりん 90cc
砂糖 55g
酒 45cc

サラダ油 適量 
粉山椒 少々 
ご飯 8人分
片栗粉 適量
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鯉の輪切り 5切と鯉の頭 
砂糖 小さじ1
酒 100cc

味噌 100g
ご飯 20g
水　              1500～2000cc

【材料】 5～6人分

【つくり方】
❶鍋に鯉の輪切りを並べ、酒と水を入れる。
❷強火で煮て、沸騰し始めたらあくを丁寧に取る。（旨味の油は
とらないように） 
❸あくを取り終わったら、汁が濁らないように中火にし、砂糖全部
と味噌の1/3位を入れてじっくり煮る。少量の味噌とご飯をすり
鉢でよくすってから混ぜ、3時間前後煮込む。
❹最後に好みでねぎや豆腐又は凍み豆腐など入れ、残りの味噌
を溶き入れながら味をみる。

鯉こく

◆汁を増やすと人数分より多くの鯉こくができる。
◆器に盛り粉山椒を振り入れても美味しい。

ひと
こと



鯉の切り身　1尾分（5切れ） しょう油 100cc
酒 200cc
砂糖 110g
水 600cc

みりん（又は水あめ）100cc

【材料】 5人分

【つくり方】
❶鍋にⒶを入れて煮立てたら鯉の切り身を入れる。
❷強火にし、煮立てたらあくを取り、落しぶたをして弱火にする。
❸途中でみりんを入れ2時間位煮る。煮上がる前に鯉に煮汁を
かけて照りを出す。（焦がさないように注意する）

鯉のうま煮

Ⓐ



【材料】 8人分

【つくり方】
❶鯉を3枚におろす。
❷一切れ1～1.3cmの厚さの切り身にする。
❸水気をキッチンペーパーなどで拭き取り、片栗粉を付け余計な
粉をよく払う。
❹鯉の切り身を揚げる直前にⒶを鍋に入れ火にかける。煮立て
たら弱火にする。
❺天ぷら鍋でサラダ油を熱し③を入れ、途中で1度裏返す。
❻揚げた切り身を④にくぐらせ、そのまま温かいご飯に乗せる。
この上に④を小さじ2杯かけて粉山椒を振る。

鯉丼

（ご飯に④のタレを最初にかけてもよい） 

Ⓐ

行事 特産

行事 特産

特産

この料理は、長野県のふるさと賞を受賞した。ひと
こと
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もち米 1升 
粒あん 900g

水 130cc
【材料】 40～50個分

【準備】
もち米を洗い、一晩水に浸す。
【つくり方】
❶もち米をざるに上げ水を切る。
❷蒸気の上がった蒸し器に水で濡らした蒸し布を敷き、もち米を
入れて40分位蒸す。
❸鍋に粒あんを入れ、水を少しずつ入れて温めながら伸ばす。
❹もちつき機に蒸し上がった②を入れ、粒々が無くなりなめらか
になるまでつく。

あんころもち



もち米 3升 
片栗粉（打ち粉用）適量

玄関・神棚・仏様・恵比寿様・床の間に供える分【材料】 

【準備】
もち米を洗い、一昼夜水に浸す。
【つくり方】
❶もち米をざるに上げ水を切る。
❷蒸気の上がった蒸し器に水で濡らした蒸し布を敷き、静かに
もち米を入れる。（ふんわりと入れて押さえつけない）蒸したも
ち米が指で潰れるよう（40分位）になったら火を止める。
❸もちつき機に蒸し上がった②を入れて、粒々が無くなりなめ
らかになるまでつく。
❹もちが付かないように大きめのボウルに熱湯100cc位を入
れ、その中についたもちを入れて丸くする。
❺台に片栗粉を広げ、その上に④を乗せて打ち粉をしながら形
を作る。大きさはそれぞれ自由だが、下になるもちを大きめに、

上に乗せるもちは少し小さめにする。もちが固くなったら2段
に重ね、上にみかんを乗せる。

お供えもち



◆臼と杵でもちをつく手つきの場合、3升を一胴という。
◆手つきにする場合は、もちがくっつかないように、臼に湯を
入れ、杵も入れて30分位温めておく。つく時は湯を捨てる。

ひと
こと

❺つき上がったもちをボウルに入れ、濡らした手で、2口位で食
べられる大きさにちぎって丸める。
❻丸めたもちに③のあんこを絡める。

もち米 3升 
青豆 500～600g

塩 100～120ｇ
雨どよ　　 45cm位のもの4本

【材料】 

【準備】
もち米を洗い、一昼夜水に浸す。
【つくり方】
❶もち米をざるに上げ水をよく切る。
❷蒸気の上がった蒸し器に水で濡らした蒸し布を敷き、もち米を
５ｃｍ入れて平らにする。
❸青豆をよく洗い、②の上に広げて入れる。
❹残りのもち米を入れて40分位蒸す。（長く蒸すと青豆の色が悪
くなる） 

豆もち ❺もちつき機に蒸し上が
った④と塩を入れ、粒々
が無くなりなめらかにな
るまでつく。
❻雨どよにラップを敷き、
⑤をちぎって入れながら
平らにし、ラップでくるみ
返しておく。
❼10～12時間位で切りよ
い固さになるので、豆も
ちをラップから剥がし、
5mm位の厚さに切る。

保存

行事

行事

◆雨どよを使うと形が均一になる。
◆青のり粉を入れても美味しい。

ひと
こと



ク色にする。
【つくり方】
❶もち米をざるに
上げて水を切り、
白小豆をさっくりと
混ぜ合わせる。
❷蒸気の上がった
蒸し器に水で濡ら
した蒸し布を敷
き、①を入れる。
❸30分蒸したら、
熱湯400ccでしとを打ち、再び10分蒸す。
❹③を大きな器にあけて、白小豆の煮汁と湯で200ccにしたもの
でしとを打つ。白小豆の煮汁が少ない時は砂糖と塩を足して甘さ
を加減する。
❺木べらで全体をほぐして、ラップをかけて10分蒸らす。

もち米 1升 
小豆 150g
ごま塩 少々

お湯 200cc
みりん 大さじ3
塩 大さじ1 
砂糖 大さじ3 

食紅 少々
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【材料】 15人分

【準備】
小豆を洗って一晩水に浸す。
小豆を水から上げて、お湯を入れたポットで一昼夜浸す。または
固めに茹でる。
もち米を洗って一晩水に浸す。好みで食紅の水溶きを入れる。
【つくり方】
❶もち米をざるに上げて水を切り、水を切った小豆をさっくりと混
ぜ合わせる。

赤飯（小豆） ❷蒸気の上がった
蒸し器に水で濡ら
した蒸し布を敷き、
もち米を入れて30
分位蒸す。
❸400ccの湯（分量
外）で「しと」を打
ち、全体をほぐして
再び10分蒸す。
❹③を大きな器に
あけて、Ⓐを合わ
せたものでしとを
打ち、木べらで全体をほぐしてラップをかけて10分位蒸らす。食
べる直前にごま塩を振る。

Ⓐ

◆「しと」とは方言で、蒸し上がった後に打ち水を振ること
をいう。なるべく均等にかけること。
◆南天を添えてお祝いごとに。

ひと
こと



もち米 1升 
ささぎ豆 150g
塩 少々 

砂糖 160～200g
酒 大さじ6

【材料】 15人分

【準備】
ささぎ豆ともち米を洗って一晩水に浸す。
【つくり方】
❶鍋にささぎ豆とたっぷりの水を入れ、煮立てたら1回茹でこぼす。
❷ささぎ 豆を鍋にもどしてたっぷりの水を入れ、落しぶたをして
沸騰してから20分煮る。
❸②に砂糖を2回に分けて入れ、その後に甘みを出すために塩
を入れて2時間位煮る。煮えたら、煮汁とささぎ豆を分ける。煮

赤飯（ささぎ豆） 汁はしとに使うた
め残しておく。
❹もち米をざるに
上げて水を切り、
ささぎ豆をさっくり
と混ぜ合わせる。
❺蒸気の上がった
蒸し器に水で濡ら
した蒸し布を敷
き、④を入れる。
20分蒸したら大き
な器にあけて、酒
と③のささぎ豆の煮汁200ccを合わせてしとを打ち、全体をほぐ
して再び20分蒸す。
❻もち米が親指と中指で潰れる位に蒸し上がったら火を止め、器
にあける。よくほぐし、ごま塩を振る。



もち米 1升 
白小豆 150g
砂糖 200g

塩 小さじ2
食紅 少々

【材料】 15人分

【白小豆の煮方】
❶白小豆を洗って一晩水に浸す。
❷白小豆を水から上げて、たっぷりの水で煮る。煮立ててから15
分位したら火を止めて休ませる。
❸②が冷めたら流水で洗い、鍋にもどして砂糖・塩を入れ、ひた
ひたになる位まで水を入れて煮る。
❹煮たり休ませたりを2回繰り返してしっかり味をなじまる。煮汁
はしとに使うため、豆と煮汁に分けておく。（すぐに使わない場合
は、冷凍保存すると便利）
【赤飯の準備】
もち米を洗って一晩水に浸す。食紅の水溶きを入れて淡いピン

赤飯（白小豆）

好みでごま塩を振る。ひと
こと

行事

行事

行事



人参 50g
里芋 4個 
竹輪 1本 
凍み豆腐 2枚 
なると 8切 
水菜 50g

もち 8枚 
だし汁 800cc
塩 小さじ1 
しょう油 小さじ2
みりん 大さじ1
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【材料】 4人分

雑煮 【つくり方】
❶里芋は皮をむきさっと茹で
る。もちを焼いておく。
❷人参は皮をむいて短冊切り、
里芋は乱切り、竹輪は縦半分
に切ったら横にして斜め薄切
り、凍み豆腐は湯でもどして縦
半分に切り短冊切り、なるとは斜め薄切りにする。
❸鍋にだし汁と②を入れて煮る。
❹野菜がやわらかくなったら、塩・しょう油・みりんを入れて味を
調える。焼いたもちを器に入れて、たっぷりと汁を注ぎ、3cm位
に切った水菜を散らす。



ごぼう 200g
人参 50g
赤とうがらし 1本 
ごま油 大さじ1

みりん 大さじ3
しょう油 大さじ3
炒りごま 少々

【材料】 4人分

【つくり方】
❶ごぼう・人参は皮をむき、斜め切りにしてから千切りにする。ご
ぼうは千切りにした後、水に入れあくを取る。
❷赤とうがらしは種を取り除いてみじん切りにする。
❸鍋にごま油を入れて熱し、水を切ったごぼうを炒め、しんなり

きんぴらごぼう して透き通る位になったら人
参を加えて炒め合わせる。み
りんを加え、味がしみて艶が
出てきたらしょう油を加えさら
に炒める。汁気が無くなった
ら赤とうがらしを加えてひと
混ぜする。
❹冷めたら炒りごまを振る。



◆ごぼうを保存する場合は、土付きのままビニール袋に入
れる。また、水分が抜けたり腐ったりするため【室（むろ）
41頁参照】に入れない。わらで縛らない。
◆人参は、土を寄せて春先まで掘らないでおくと、甘みが出て
美味しくなる。わら等をかけてもよいが、ねずみに注意する。

ひと
こと

黒豆 700g 砂糖 500g
塩 小さじ1
水 2400cc
しょう油 100cc
重曹 大さじ1

【材料】 

【つくり方】
❶Ⓐを全部鍋に入れて煮立てる。
❷さっと洗った黒豆（水に浸さない）を、①の中に入れる。
❸再度煮立てたら火を止めて、ふたをして一晩おく。
❹③を弱火でゆっくり煮る。黒豆が常に煮汁に浸かっている状態
で、黒豆がふっくらやわらかく（4時間位）なったら火を止めて冷ま
し、味を含ませる。

黒豆



大豆で煮豆を作る場合は、大豆700g、砂糖350gにして作
るとよい。

ひと
こと

Ⓐ

青豆 300g（2カップ） 水　   1600cc（豆の４倍） 
塩　　小さじ2

【材料】 

【準備】
青豆は軽く洗い、一昼夜Ⓐの塩水に漬ける。
【つくり方】
❶青豆を漬け汁のまま茹でる。噴き上がって7～8分位茹でる。
味見をして生臭みが無くなればざるに上げて冷ます。（歯応えが
あるように茹でると美味しい） 
❷冷めた茹で汁に漬けておき、食べる時は好みの塩味にして食べる。

ひたし豆
Ⓐ

卵 6個 
はんぺん 100g
砂糖 大さじ4

みりん 大さじ4
塩 小さじ1/3

【材料】 

【準備】オーブンを190度に予熱しておく。
【つくり方】
❶はんぺんをザクザクと刻み、材料すべてを入れてなめらかにな
るまでミキサーにかける。
❷天板にオーブンシートを敷き、①を流し入れて約15分表面に
よい焼き色がつくまで焼き上げる。
❸熱いうちに焼き面を下にして鬼すだれに乗せ、オーブンシートを
外して手前から横に浅く4～5本の切り目を入れる。
❹形よく巻いて、両端を輪ゴムで止めて冷めるまでおく。
❺冷めたら鬼すだれを外し、ラップで包み冷蔵庫で保存する。食
べる時は好みの厚さに切る。

行事

行事

行事 伊達巻き 行事

行事
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【材料】 いわし・大豆

いわしの年取り

行事　この「いわしの年取り」の「年」とは、立春の前日である
節分をいう。
節分の朝に、生のいわしの頭と柊を軒先に飾り厄除けをする。
豆を炒って豆まきをする。豆まきの仕方としては、家族が揃
ってから戸を開け「恵比寿大黒 福の神」と2回、神棚に向か
って「福は内」と3回言う。また外に向い、「鬼は外」と3回、
「鬼の目玉叩きつぶせ」を1回言ってすぐ戸を閉め、焼いたい
わしを食べ、年の数だけ豆を食べる。
他にも「鬼は外」を3回、「福は内」を3回、「恵比寿大黒目開
けろ」を3回唱え、年の数だけ食べて、残りは最初の雷鳴の
時に食べる家もある。

うるち米の粉 500g
熱湯 450cc

木の枝（柳・桑・みずくさ・山ぼ
うし・花みずき など）

【材料】 30個分

【準備】
木の枝はふきん等で拭くか洗い、でき上がりの形を考えて枝を整
え、刺しやすいように枝先を切っておく。
【つくり方】
❶米の粉に熱湯を少しずつ入れ、最初は箸で混ぜて冷め始めた
ら手でこねる。
❷30個に分けて稲の穂型・まゆ玉型・小判型に手のひらで丸める。
❸蒸気の上がった蒸し器で15～20分蒸す。蒸して熱いうちに形
にしてもよい。
❹冷ましてから木の枝に刺す。

稲の花・まゆ玉

◆赤い色を付ける場合は食紅を少量の水で溶き、①のこ
ねる時に色を見ながら少しずつなじませる。
◆緑の色を付ける場合は抹茶・よもぎの粉などを使う。

ひと
こと



団子 （13頁参照） 
黒豆 （37頁参照） 

木の枝か割箸
【材料】 

鬼の目

飾り終わったまゆ玉をお
湯でやわらかく茹で、あん
こを溶いた汁に入れて少
し煮るとまゆ玉のお汁粉
ができる。

行事

行事

行事 米粉

小判型

まゆ玉型稲の穂型

【つくり方】
❶黒豆は汁気を切る。
❷団子をこねながら黒豆を混ぜ込む。
❸②をミカン大の大きさにして、蒸気の上がった蒸し器で蒸す。
❹団子を割ってみて粉っぽさが無ければ、火を止めて冷ます。
❺団子3つを木の枝か割箸に刺す。 晦日正月（1/31）に鬼を追い払うよう、戸口に飾る。

目に見立てた大粒の黒豆を見た鬼は、人間には大
きな目がたくさんあると驚いて逃げ出すと云われる。

行事



■矢嶋の凍み豆腐とは
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高野豆腐と違い凍み豆腐と呼び、
浅科の矢嶋地区で手作りしている。
大粒の国産大豆を使って豆腐を
作り、激寒の季節に外気で凍らせ
てから干し柿のように軒下等につ
るして水分を抜く。すると、大豆の栄養が凝縮された美味し
い凍み豆腐ができ上がる。写真 右上の凍み豆腐の天ぷらは、味を付けずに天ぷら

粉を付けて揚げたもの。
ひと
こと

いか 1パイ 
塩 少々 
水 150cc
米粉 80g
じゃがいも 150g
ピーマン 1個 

ハム 3枚 
青のり 少々 
サラダ油 大さじ1
【タレ】
ポン酢 大さじ2
ごま油 少々 

【材料】 4人分

【つくり方】
❶いかは中骨とはらわたを取り除き、皮つきのまま５ｍｍ位の輪
切りにし、塩を振っておく。
❷ボウルに米粉と水を入れ、そこに皮をむいたじゃがいもをすり
おろし、よく混ぜる。
❸フライパンにサラダ油を引いて、①のいかの水分を取りながら
入れ、形が丸くなるように並べる。

もちもちいか焼き

❹ハム・ピーマンを５ｍｍ角に切り、③に入れる。
❺④に②を流し入れて表面を平らにし、こんがり焼く。
❻ひっくり返して裏面も焼き、皿に盛り付けて青のりを振る。
❼タレを混ぜ合わせ、付けながらいただく。



【凍み豆腐の上手な使い方 】
ぬるま湯でゆっくりもどし、強く絞らずに軽く水気を絞る。
煮る時は、あまりかき混ぜないで汁を含ませるようにする。
雑煮・味噌汁・煮こじ・鯉こく（魚の下に敷く）に入れる。
凍み豆腐はどんな料理に使っても邪魔にならない食材。

矢嶋の凍み豆腐料理

凍み豆腐 8枚
砂糖 小さじ2
しょう油 大さじ2
だし汁 100cc

天ぷら粉 適量
水 400cc
サラダ油 適量

■ 天ぷら （写真 左上）　 【材料】 4人分

【つくり方】
❶ぬるま湯でもどした凍み豆腐を切らずにそのままの大きさで使
う。水とⒶ（薄めの味付け）を入れて煮立ててから凍み豆腐を入
れ、味を含ませゆっくり煮る。味がしみたら軽く汁気を絞り、天
ぷら粉を水（分量外）で溶いた衣を付けてサラダ油で揚げる。
❷揚げた凍み豆腐を三角に切り、おろし大根・ゆず・レモン・にん
にく・生姜・ねぎ・みょうが・しそを好みで添えて食べる。

Ⓐ

凍み豆腐 8枚
焼海苔 1枚
砂糖 大さじ3
しょう油 大さじ3

衣（米粉・片栗粉・小麦粉はお
好みで） 適量
水 適量
サラダ油 適量

■ 磯辺揚げ （写真 右下）　【材料】 4人分

【つくり方】
❶ぬるま湯でもどした凍み豆腐を2cm巾の短冊に切る。
❷細く切った焼海苔を帯状に巻く。水で溶いた衣を付けてサラ
ダ油で揚げる。
❸揚げている間に砂糖としょう油を煮立たせる。
❹凍み豆腐が熱いうちに③にくぐらせる。

凍み豆腐 6枚 
玉ねぎ 1/4個
キャベツ 2枚
人参 1/2本

砂糖 小さじ1
しょう油 大さじ1
みりん 小さじ1
塩 少々

サラダ油 小さじ1
だし汁 200cc
卵 2個

■ 卵とじ （写真 無し）【材料】 4人分

特産

米粉

Ⓐ

【つくり方】
❶凍み豆腐をぬるま湯でもどして5mm巾の短冊に切る。
❷キャベツと玉ねぎは一口大、人参は皮をむいていちょう切りにする。
❸フライパンを熱し、サラダ油を引いてから②を炒め、だし汁を
入れて煮る。
❹野菜がやわらかくなったら、凍み豆腐を入れ5～6分煮る。
❺Ⓐを混ぜ、卵を溶き入れる。ひと煮立ちしたらふたをして火を
止めて蒸らす。

この料理は、平成23年度佐久市米粉料理レシピコンクール
で最優秀賞を受賞した。

ひと
こと
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キャベツ 200g
サラダ油 少々
米粉（打ち粉用） 適量

米粉 75g
アーモンドパウダー 50g
ベーキングパウダー 2g
砂糖 16g
塩 2g

オリーブオイル 適量

【材料】 4人分

【つくり方】
❶キャベツを千切りにして、サラダ油を引いたフライパンでじっく
り炒め、冷ましておく。

キャベ米
マイ

クッキー 



Ⓐ

❷Ⓐを振るってボウル
に入れ、生地がまとまる
までオリーブオイルを垂
らしながら混ぜる。
❸②に冷ましておいた
キャベツを加え、ざっくり
と混ぜる。生地がまと
まってきたら打ち粉をし
た台に乗せ、平らに伸ば
して巾3cm×長さ5cm位に切り、天板に並べ、170度に温めたオー
ブンで20～30分位焼く。

もち米 1升 
卵 1個 
長いも 100g
（皮をむきすりおろしたもの） 

片栗粉（打ち粉用）適量
菜種油 適量

【材料】 

【準備】
もち米をきれいに洗って一晩水に浸す。
【つくり方】
❶すりおろした長いもに卵を混ぜる。
❷もち米をざるに上げて水を切る。
❸蒸気の上がった蒸し器に水で濡らした蒸し布を敷き、もち米を
入れて40分蒸す。
❹もちつき機に蒸し上がったもち米を入れ、粒々が無くなりなめ
らかになるまでつく。
❺④に①を少しずつ入れ、よく混ざるまでつく。
❻片栗粉を敷いたビニール又は台の上で、打ち粉をしながら⑤
を小判型に薄く広げる。
❼包丁で切れる位の固さ（半日程度）になったら、5mmの厚さに
切る。
❽家の中の陽の当たらない所に広げ、表面がひび割れないよう
に紙などをかけて乾かす。1ヶ月位すると干し上がる。
❾食べる分だけ天ぷらより高温（180度前後）で揚げる。割れて
ひびが入りキツネ色になったら油から上げる。

かきもち2種 【食べ方 2種 】
1.白砂糖（又はグラニュー糖）とかきもちを紙袋に入れて振る。
2.砂糖100gとしょう油大さじ1（又は味噌30g）と水大さじ1をフラ
イパン（中火）で煮て、泡立ったら揚げたかきもちを入れ、火を弱
火にして絡ませてクッキングシートの上に広げて乾かす。

◆油は、家にある揚げ物用の油を使ってもよい。
◆作る時期は3月の節句の頃がよい。
◆臼と杵でもちをつく場合は、「お供えもち」35頁を参照。

ひと
こと

もち米 2升（3kg） 
砂糖 500g
卵（大玉） 5個 
重曹 大さじ1

雨どよ　45cm位のもの4本
（かきもちの形を作るため）
米油 適量

【材料】 

【準備】
もち米をきれいに洗って、一晩水に浸す。
【つくり方】
❶もち米をざるに上げて水を切る。
❷蒸気の上がった蒸し器に水で濡らした蒸し布を敷き、もち米を
入れて40分蒸す。
❸もちつき機に蒸し上がったもち米を入れ、粒々が無くなりなめ
らかになるまでつく。
❹大きな器に砂糖を広げ、その上につき上がったもちを入れ、砂
糖を混ぜ込みながら人肌位に冷ます。
❺卵をボウルに割りほぐし、重曹を入れてよく混ぜる。
❻④に⑤を入れ、もちつき機にもどしてよくつく。
❼雨どよにラップを敷き、もちを乗せて平らにして型を整える。
❽1日位して固くなったら2～3mmに薄く切る。
❾風の当たらない所でしっかり乾かす。
10食べる分だけ170～180度の油で揚げる。

Ⓐ

米粉

行事 保存

この料理は、平成23年度佐久市米粉料理レシピコンクール
で優秀賞を受賞した。

ひと
こと



私達はこのレシピ集を作成するにあたり、伝統料理や行事食の
変遷を辿り、どのような意味で作られ食されているかを、地域の
方々の協力を得て調べてまいりました。
また、佐久では冬場でも農作物が食べられるように、賢い保存

方法を先祖代々から受け継ぎ、今日に至っております。その保存方
法は様々であり、会員一同で話し合った結果を掲載しております。
いつもは草掻きや鍬を手にしている私達が、ペンを持つことの

難しさを痛感した次第です。この本が様々な所で活用されること
を願っております。また、要望があれば出向いて行き、一緒に調
理をしたいと思っています。
最後になりますが、監修を賜りました市川潔先生のご教示に対

し、心から感謝申し上げます。また出版にご尽力をいただいた株
式会社アズさん、長野県佐久農業改良普及センター、佐久市役所
農政課の皆様には深く謝意を表します。
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平成25年1月発行
発行者　佐久市農村生活マイスターの会

■ 室（むろ）
冬の間、寒風・雪・霜などを
避けて野菜を保存するため
の場所。自宅近くの畑など
に土を掘り、収穫した野菜
を入れて、土や板・わらなど
でふたをする。調理で使う
分だけ出すので、取り出し
易いように野菜の先を土か
ら少し出しておく家もある。

■ 「佐久市農村生活マイスターの会」とは
農業経営と農家生活の向上に意欲的な女性農業者として、

長野県知事から「長野県農村生活マイスター」として認定され
た、佐久市に住む女性の団体です。
このマイスターの認定制度は、平成4年に始まり、組織化さ

れ、「長野県農村生活マイスター協会」及びその支部として、地
域農業の振興、村づくり活動等、農村地域の問題解決に女性
の立場から取り組むためのリーダー研修会を受講し、研鑽を
積んでまいりました。
佐久市のマイスターとして、農業と暮らしに直接結びつく活

動をしたいとの思いから「佐久市農村生活マイスターの会」を
立ち上げ、以前から行っていた料理講習の経験を活かし、郷
土料理のレシピ本を作ることになり、「母から子へ　孫へ伝え
る佐久の味」ができ上がりました。
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佐久市農村生活マイスターの会 事務局 

（佐久市役所農政課内） 
TEL 0267-62-3203（直通） FAX 0267-62-2269 

佐久市農村生活マイスターの会


