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食

べてほしい～！！食

べてほしい～！！
　チーズ仕入れ担当の斉藤が、実際の試食をもとに、

「お客様に“今”食べてほしいチーズ」をご紹介します！

試食の感想やレシピ考案、写真撮影まで、責任もって行いました。

ぜひ、安心 ・安全で美味しいチーズの味をお楽しみください！

■チーズワックスのむき方

包丁やナイフで四等分くらいに切り、 使う

分だけを常温に戻して下さい。 断面にチー

ズワックスの薄い層が見えますので、 ナイ

フを入れながらゆっくり剥がしていくと、 簡

単にむくことができます。

 

■ヤチヤナギ （ハーブ）■ヤチヤナギ （ハーブ）
ヤチヤナギは、別名 「スイートゲイル」

と呼ばれるヤマモモ科の落葉小低木

です。 ヤチヤナギの実はホップに似

ていて、 北欧ではヤチヤナギの実を

ビールの仕込みに使用するそうです。

現在は、 北海道のごく一部に自生し

ています。

価格 ： 1,390円

乳の種類 ： 牛

タイプ ： セミハードタイプ

食べやすさ ：★★★★★

チーズたちチーズたち

■パンにのせて

 スライスしたハード系のパンにピパイ

ロをのせて、そのままオーブントース

ターで加熱します。上にミントの葉を

添えると、見た目にも美しいです。今

回は、レーズン入りのパンを使いまし

た。メープルシロップをかけて、デザー

トのようにお召し上がりいただくのも

オススメです。

■パンにのせて

 スライスしたハード系のパンにピパイ

ロをのせて、そのままオーブントース

ターで加熱します。上にミントの葉を

添えると、見た目にも美しいです。今

回は、レーズン入りのパンを使いまし

た。メープルシロップをかけて、デザー

トのようにお召し上がりいただくのも

オススメです。

■温野菜にかけて

 茹でたカリフラワーやスナップえんど

うなどの温野菜に、溶かしたピパイロ

をかけました。野菜の甘みとチーズの

コクがあいまって、とても美味しいで

す。フライパンの上に小皿の形にした

アルミホイールを置いて、その上で溶

かすと、野菜にかけやすくなります。

■温野菜にかけて

 茹でたカリフラワーやスナップえんど

うなどの温野菜に、溶かしたピパイロ

をかけました。野菜の甘みとチーズの

コクがあいまって、とても美味しいで

す。フライパンの上に小皿の形にした

アルミホイールを置いて、その上で溶

かすと、野菜にかけやすくなります。

熟成　

■サラダに

　トッピングとして

ヤチヤナギを刻んで、サ

ラダにトッピングして

も、美味しくお召し上が

りいただけます。

塩、黒こしょう、オリー

ブオイル、レモン汁など

の、野菜とチーズの味を

生かす、シンプルな味付

けがオススメです。

■サラダに

　トッピングとして

ヤチヤナギを刻んで、サ

ラダにトッピングして

も、美味しくお召し上が

りいただけます。

塩、黒こしょう、オリー

ブオイル、レモン汁など

の、野菜とチーズの味を

生かす、シンプルな味付

けがオススメです。

　クセはなく、 乳のやさしい風味とあっさりとしたコクが特徴のチーズです。 チーズワックスがかかって

いますので、 室温に戻した後、 ワックスをむいてお召し上がり下さい。 熱を加えると、 とろりと溶けて

風味が増しますので、 加熱料理などでお召し上がりいただくのがオススメです。

共働学舎新得農場（上川郡新得町）

ヤチヤナギ　
夏季限定販売（7月～9月下旬）

共働学舎新得農場（上川郡新得町）

ヤチヤナギ　
夏季限定販売（7月～9月下旬）

　酵母熟成タイプの 「プチ ・ プレジール」 （こちらも販売中） をもとに、

ヤチヤナギという希少価値のあるハーブを使用して作られた、 夏季限

定のチーズです。

　一番の特徴は、 ヤチヤナギ特有の “スーっ” とする清涼感です。 ク

セはなく、 やさしい甘みと、 なめらかな食感。 そのあとに残る爽やか

な香りを、 ぜひお楽しみください。

※表面に見える緑色の粒がヤチヤナギ （ハーブ） です。 青カビに見た目が似ていま

　 すが、 青カビではありません。

　酵母熟成タイプの 「プチ ・ プレジール」 （こちらも販売中） をもとに、

ヤチヤナギという希少価値のあるハーブを使用して作られた、 夏季限

定のチーズです。

　一番の特徴は、 ヤチヤナギ特有の “スーっ” とする清涼感です。 ク

セはなく、 やさしい甘みと、 なめらかな食感。 そのあとに残る爽やか

な香りを、 ぜひお楽しみください。

※表面に見える緑色の粒がヤチヤナギ （ハーブ） です。 青カビに見た目が似ていま

　 すが、 青カビではありません。

価格 ： 864円

乳の種類 ： 牛

タイプ ： ソフトタイプ

食べやすさ ：★★★★

価格 ： 864円

乳の種類 ： 牛

タイプ ： ソフトタイプ

食べやすさ ：★★★★

香林農園（帯広市拓成町）

ピパイロ
香林農園（帯広市拓成町）

ピパイロ

『第 20 回北海道加工

食品コンクール』で

「ヤチヤナギ（熟成

タイプ）」が

北海道知事賞を受賞

しました！

『第 20 回北海道加工

食品コンクール』で

「ヤチヤナギ（熟成

タイプ）」が

北海道知事賞を受賞

しました！
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■クラッカーに

　のせて

ヤチヤナギは、繊細

な味わいと風味を

持っています。

クラッカーなどにの

せて、そのままの味

をお楽しみ頂くのが

オススメです。

■クラッカーに

　のせて

ヤチヤナギは、繊細

な味わいと風味を

持っています。

クラッカーなどにの

せて、そのままの味

をお楽しみ頂くのが

オススメです。

ヤギ山通信　その１１１

山田農場の平和と
希望宣言 2015-07-27

　　　　　

平和について、そして戦争について、日々

考え、話し合う時間が多く必要とされる時

になってきました。

これまでも、山田農場なりの様々な発信を

してきたつもりですが、今もう一度、自分

たちの暮らしを振り返り、自分へのメッセー

ジ、皆さんへのメッセージをきちんと意思

表示することで、新しい一歩を踏み出そう

と思っています。

人それぞれに想いはあり、戦争についても

平和についても、想いに大きいも小さいも

なく、それを大事にすくいあげ、一つ一つ

を繋げることに何か大事な意味があるん

じゃないかと。

私たちなりの「平和」について考えたこと

を形にしてみようと思います。

想いを口にすることで繋がる言葉がありま

す。私たちの言葉です。

少し長いけ

ど、読んで

いただけた

ら嬉しいで

す。

（2015 年　7月　山田農場一同） 

ヤギ山通信　その１１２

ピースウォーク 
in 大沼 2015-08-11
先日、第 1回目のピースウォークをしました。

1日目は函館で。2日目は大沼で。

たまたま遊びに来ていた友人家族と子ども

たちで歩きました。

小さな小さなデモ。思うことを紙に書いて、

静かに想いを持って歩きました。

今は会って話して繋がることが一番大事な

気がするの。

正直に。自分の言葉で。自分の思想で。

戦争はいやじゃあ～！

平和がいい～！

（うちの羊毛フェルトを使って作りま

した）

ある体内記憶の研究者の話。

子どもたちに、体内記憶を聞くと

まず１００％の子が、「自分でお母さんを選

んで生まれてきた」

って言うんだって。（ポイントはお父さん

じゃなくてお母さん！嬉！）

だから母は無条件に子を守りたいと思うの

かなあ。

じゃあ、何のために生まれてきたの？って

聞くと、これもまた１００％の子が、「人の

役に立ちたいから」

って言うんだって。（この「人」って、ほと

んどがお母さんなんだって！）

人の役に立ちたいから、お母さんの役に立

ちたいからって生まれてきた子たちが、

戦争する世界を望むだろうか。

小 1の息子だって

「戦争はいけないよね」って言います。

「だって物や命を奪うから」

「みんなが悲しむから」

だから大人も言わないと。

正直に生きよう。

ピースウォーク

は月一くらいで

続けたいと思っ

ています。

飛び入り大歓迎

です！ 

★山田農場 チーズ工房のブログより

★山田農場 チーズ工房のブログより


