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そう。安心して食べられます。
・甘さ控えめで美味しいが、ぜ
んざいにするとなると甘さが薄

・さらっとしていて小豆の味が
よく分かりました。甘すぎず、
おばあちゃんの作ってくれたあ
んを思い出しました。
・同じメーカーが作ったスーパー
のＰＢ商品のあんと食べ比べま
したが、こちらのほうが小豆の
味がしておいしかった。そのま
ま丸めておやつにしてもおいし

る「あいのう 純正しょう油」と
「カクトウた まり醤油」と、他
社の醤油三種 も試食し、味比べ
しました。「カクトウのたまり」

は高めですね 。容器は１滴ずつ
出て使いやす いと思いました。
このほか愛 農で販売されてい

容器が特殊な ボトルで、中身が
酸化していな いから香りもとて
もよいです。
・普段使うに は少し高いので、
卓上で少量使 うにはいいと思い
ました。塩分 がしっかりきいて
いるように感 じました。お正月
の数の子に使ってみたいです。
・色が澄んで いてきれい。値段

くお腹にもたれず好きで す。カ
レーがあまり好きではな く、市
販のルーでは一日中カレ ーの香
りが、口に上がってくる のです
あいのう消費者の会で試食会
が、愛農のカレーはそう なりま
せんよ。
このほど消費 者の会で愛農商 ・スパイシーでさらっと した口
品の試食会を行いました。今回、 当たりでした。子どもには辛く、
試 食 し た の は 「 あ い の う 玄 米 カ 大人向きですね。
レールゥ プレ ミアム」、「天
然美食 有機小 倉あん」、「あ
いのう国産丸大 豆生醤油」の３

いかも。
・袋入りなので、デザートなど
ちょっとあんが欲しい時に重宝
しそう。有機なので安心ですね。

調味料などを足してオリ ジナル
のカレーにしてる人も何 人かい
ました。

・スパイスの香りがよく 、とて
もおいしいと思った。値 段が少
し高いので、特別な日に 食べた

商 品 。 消 費 者 ５ 人 が 集 ま っ て 試 いです。
食をし、感想を述べ合いました。
参加者の中には、家ではカレー
「あいのう玄 米カレー プレ ルーは半分くらい使って 、あと
ミアム」１００ ｇ入り４９０円 はカレー粉や醤油など隠 し味の

はうま味があ って、おいしく、
コストパフォ ーマンスにも優れ
ていると、評価が高かったです。。
実際に家庭で 使っている人も多
かったです。
試食品以外にも、これまで買っ
てみてよかっ た愛農商品につい

はいきいき通 信、または注文書
の情報コーナ ーでお知らせしま
す。消費者同 士の情報交換の場
にもなる試食 会に、ぜひ次回ご
参加ください！

てや、自然療 法や健康の話など
さまざまな分 野の話題が出て、
盛り上がりました。
試食会は不 定期ですが、今後
も企画したい と思います。詳細

あいのう国産丸大豆生醤油２
００ｍｌ５９４円（税込）＝新
商品の愛農オリジナルの醤油。
火入れ殺菌していないという、
市販品にはなかなかない醤油。
・焼きもちや焼き海苔に付けた

生醤油

遠藤製餡の「天然美食 有機
小倉あん」３００ｇ３５０円
（税込）＝袋入りのあん こ。注

なあい のう国 産丸大豆

ら美味しいかも。上品な味。
・味がしっかりしていて素材に
負けない感じ。カボスで割った
らどんなふうか試してみたい。

かけ醤 油に重 宝しそう

文書に載っていませんが 、通信
欄に書けば注文できます 。天白
店の店頭にもあります。

・さっぱりしていて豆の やわら
かさも丁度よい。

甘さ控えめで、
安心 の 材料 の
有機小倉あん

（税込）＝粉末状のカレールー。
一袋で４人分です。
・スパイスがし っかりきいてい
ておいしいが、大人向けかな。
・とてもシンプ ルで、よい意味
であっさりしたルー。
・サラッとして いて、くどくな
愛農の商品を食べ比べし、意見交換
し合う参加者
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難病と闘うけいたくんに心臓移植を！！

消費者の会に新しい仲間が加わりました

重い心臓病を患う半田市内の小学校６年生の堀井敬
太君についての報道も見られた方もいらっしゃると思
います。昨年７月に拡張型心筋症という診断が出て、
現在は人工心臓をつけて生命を維持しています。
有効な治療法は心臓移植しかなく、日本ではドナー
が少なく、３年待たなくてはいけないそうです。一刻
も早い移植手術が必要なため、敬太君のご両親は米国
で心臓移植手術を受けることを決断をされました。
しかし、そのためには１億８０００万円という多額
な費用が必要で、個人だけでは難しいので、「けいた
くんを守る会」という団体が結成され、募金活動を開
始しています。敬太君の命をつなぐため、是非ご支援
のご協力をお願いします。
募金の振込先（口座名 ケイタクンヲマモルカイ）
あいち知多農業協同組合 阿久比支店普通0041678
知多信用金庫 駅前支店 普通 0380400
みずほ銀行 名古屋駅前支店 普通 1346319
三菱東京UFJ銀行 半田支店 普通 0186452
ゆうちょ銀行 記号12130 番号 51271741
問い合わせは、けいたくんを守る会事務局（電話056
9-47-8207）まで。ホームページ、Facebook、Twitter
でも詳細を掲載しています（けいたくんを守る会で検
索）。（Ｋ）

あいのう消費者の会の運営スタッフに新しい仲間
が２人加わりましたので、ご紹介します。
質問事項
①住んでいる市町村
②愛農加入歴
③消費者の会の運営スタッフになったきっかけは？
④消費者の会でやってみたいことは？
⑤現在興味のあることは？

風邪をひいたときの対処法は？
風邪をひいたときどうしていますか？愛農の消費者
の皆さんに風邪をひいたときの対処法を聞いてみまし
た。
◎梅肉エキスを飲む。こんにゃく湿布をしたり、びわ
の葉を貼る。
◎子どもが小さい時はキャベツを頭の下に敷いたり、
ホメオパシーを飲ませたりしましたが、大きくなって
からはひたすら寝させました。
◎湯たんぽで冷え取りして、下半身から温める。ご飯
は食べないか小食にして、おいしく食べられるなら葛
練りや葛湯を用意する。
◎梅醤番茶を飲んだり、お灸をする。
◎橋本七度煎（風邪の生薬煎じ薬）
を飲んですぐ寝る。体がとても温ま
り、翌日にはすっきり。子どもに熱
があるときは、ペパーミントの精油
を足の裏に塗る。

まっちぃ
①安城市在住
②10年
③現会長が引っ越すことになり、「消費者の会
よろしくね～」と言われるままに流れにのって
なりました。
④給食についてゆかさんと話す会、レディバグ
さんとマフィンを作る会、鈴木さんのあいのう
食材を使った簡単イタリアンを作る会。
⑤ヨガでもう一度3㎏やせること。安城市の学校
給食を仲間と一緒に少しづつ良くすること。年
長の娘とピアノ教室へ行ってピアノを弾くこと。

Candy（キャンディ）
①半田市
②二年程
③いきいき通信を読んでいろいろ知識が広がり、
もっと知りたい、もっと勉強したいと思うように
なりました。初めて参加した添加物勉強会でスタッ
フの方とお話しできたのも大きなきっかけです。
⑤味噌作り 梅干し・梅酒作りなど季節ごとに昔
からある手作り食品を作ってみたいです。

編集後記 消費者の会の運営スタッフにお二人の方
が新たに加わってくれることになりました。久しぶ
りに新規のメンバーが増え、スタッフ一同うれしい
限りです。会ではいきいき通信の発行や、最近では
添加物勉強や農家を訪ねる収穫体験などイベントの
企画にも力を入れています。スタッフになってよかっ
たことは、自分の知りたいことをいきいき通信の取
材を通して学べたり、興味ある分野の勉強会を開け
ることです。ほかの消費者の方と出会え、情報交換
できるのも楽しみの一つです。（じ）

