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秋も深まり、頬に当たるひんやりとした風

が心地良い午後、娘たちと麦踏みをしまし

た。

麦と言えば、麦踏みです。

せっかく育ったところを踏み付けるのは、

最初は少し戸惑いますが、でも大丈夫！

そうすることによって、麦は一層強く根を

張り冬越しに備えるのです。

この麦踏み作業も、何と言うかいいもので

す。

何がいいかと言えば、麦踏み出来るまでに

育ってくれた喜び、それを踏み付けて一旦

弱らせるのですが、すぐに倍旧の勢いで盛

り返して来るのが分かっている安心感、そ

れが来年の稔りに繋がっているという確か

さ・・・。

麦は踏まれてなお育つが故に、不屈の象徴

にもなっています。

普通ならパン屋だけやっていればいいよう

なものですが、いろいろ経緯があってこう

して麦を作るようになって、実は本当に良

かったと思っています。

それは・・・、誰も知らなかった世界に、

一歩踏み込んだような気がするからです。

麦からつくるパン屋。

いい仕事をさせてもらっています。

ありがたいです。

（みきお）



昨年の１１月２４日でした。

５ヶ月近い休業を経て移転新装開店を果た

し、早や一年になろうとしています。

あの休業期間中のことは、思い出すたびに

脂汗が滲むような焦燥感を、今でも味わう

ことがあります。

全く、我ながらよくまああれほどのことを

思い立ったものだと、半ば呆れる思いもあ

りました。

でも一方、越えられない苦難はないのだと

思ったこともまた確かです。

おかげさまで、どうにか１周年を迎えられ

そうです。

それもこれも全て、皆さま方のあたたかい

ご支援とご愛顧の賜物と、感謝の気持ちを

新たにしているところです。

どうぞこれからも、食工房をよろしくお願

いいたします。

Shokuko News
シュトレンのご予約

受け付け中

1 本　３２００円

１/２カット　１８００円

ギフトパッケージ

（白い化粧箱入り） ＋１００円

ご依頼先への直送は、

ギフト出荷用梱包 ・ 外包代と

して、 別途１５０円＋送料が必

要です。

食工房の麦畑

初収穫記念パンセット

移転新装開店１周年記念
会津新規開業１５周年

１１月２４日～２０２０年１月８日

上記期間中にご来店いただくと、ポイント

カードにプレミアムポイント１５ポイント

をプレゼントいたします。
※チャンスは、 期間中お一人さま一度に限らせていただきます。

満点（５０ポイント）となったポイントカー

ドは、５００円分のお買物券として使用出

来ます。

ご好
評御礼

クリスマスの時期のお楽しみ、香り高くお

いしいシュトレンはいかがですか。

ただ今、ご予約受け付け中です。

１１月下旬から順次、店頭にてお引き渡し

あるいは発送出荷（送料がかかります。）

にてお手元にお届けいたします。

また年末の贈答品として、ご依頼先への直

送も承ります。

必要に応じ、メッセージなどを添えること

も出来ます。

ご利用をお待ちしています。

食工房の麦畑の初収穫を記念して、ライ麦

とスペルト小麦を使って焼いているパン

を、全品セット特別価格にて販売中です。

限定５０セットのうち、すでに３０セット

が売れました。

残り２０セットです。

大変お得な企画となっています。

パン好きの方は、お見逃しなく！

※ご注意

ご注文をいただいてから焼いてお届けします。

店頭にてその場でお求めいただくことは出来ません。

必ず予約してください。

間もなく、
移転新装開店一周年

麦からつくるパン屋のお知らせ



ビールを仕込んでいます

今頃になって、 ビールを仕込んでいます。

昨年はついに仕込むことが出来ませんでした

し、 このまま年末を迎えれば、 丸二年以上も

間が空いてしまいます。

私は、 いつもは酒を飲まない人なのですが、

自分でつくったビールだけは、 時々無性に飲

みたいと思うことがあるのですね。

それに、 皆さまに差し上げれば喜んでいただ

けるこどか分かっていますから、 年末を控えて

最後のチャンスと思い立ち、 作業開始したと

ころです。

一回目はすでに終わって、 ５０本余りを瓶詰

めしました。

もうあと一回、 さらに５０本くらい仕込む予定

です。

年末までには飲み頃になっていると思いますか

ら、 日頃お世話になっている皆々さまに差し上

げようと思っています。

全てのお客さまに行き渡るだけの数はないか

も知れませんので、 そこ

は先着順、 先発順、 無

くなり次第終了というこ

とでご了解ください。

豆ぶち豆ぶち

今年もまた、 近所のおばあちゃんが豆ぶちをしてい

ます。

庭にブルーシートを敷いてその上にさやに入った小

豆を広げ、 木の棒で叩いてさやから出す作業です。

お天気が良い時は、 早朝夜明けからトントンと豆を

ぶつ音がしています。

一粒でも無駄にしないためには、 根気強く丁寧にぶ

たなくてはなりません。

ただ強くぶったのでは、 割れたり弾け飛んだりします

から、 その加減はなかなか難しそうです。

そして、 ぶっただけでは出てこない粒は、 一さや一

さや手で揉んで取り出しています。

そうやってさやから外した小豆が、 そばの竹で編ん

だかごに入っていましたが、 まだまだゴミが沢山混

ざっています。

これを、 下の川まで持って行って水洗いするのです。

大方のゴミは、 この時に浮いて流れます。

実の入りの悪い粒も浮かんで来ますから、 一緒に取

り除くことが出来ます。

でも、 もうすっかり冷たくなった川の水ですから、 作

業は大変だと思います。

それから水を切って、 日の当たる場所に広げて乾か

します。

今日は風も吹いてよく乾いたと思いますが、 落ち葉

が飛んで来て上に乗ってしまいましたから、 あとで取

り除かくてはなりませんね。

そしてそれで終わりではありません。

今度は家の中で、時間さえあれば選別をするのです。

虫に喰われたもの、 未熟なもの、 その他状態の悪い

ものを取り除きます。

今年も夏のお天気が異常でしたから、 やっぱり収穫

は良くなかったようです。

この後の選別作業でどの程度目減りするか、 それも

気になります。

その選別作業が終わったら、 やっと私のところへ持っ

て来てくださるという段取りです。

本当に、 手数の多さとかかる時間の長さ、 そして何

よりおばあちゃんの損得抜きの働きに、 ただただ頭

が下がります。

こうした仕事をしてくださるおばあちゃんが、 私の集

落に数人いらっしゃいます。

今年も、 貴重な新小豆がもうすぐ入荷します。

１個　２２０円

漉乃あん丸　再開漉乃あん丸　再開

貴重なおばあちゃんの小豆を炊いて造った

小豆あんのあんぱんです。



お問合せ、 ご注文、 あるいはお便りは ・ ・ ・

TEL 0241-38-3102　FAX 0241-38-3104

e-mail   mikke@shokuko.com

〒969-4107 福島県喜多方市山都町相川

字中島甲８２６‐１

　天然酵母パンと焼き菓子の店

     食工房
営業時間　11:00 ～ 18:00 定休日　火 ・水

ホームページ
http://shokuko.com/
ブログ「飯豊の空の下から・・・」
http://shokuko.com/myblog/
食工房オンラインストア
https://shokuko.stores.jp/
食工房 in Creema
 http://www.creema.jp/c/shokuko

コーヒーの部屋

一杯のコーヒーから

「一杯のコーヒーから ・ ・ ・ 」 という歌の文句があり

ました。

ずっずっと昔、 ディック ・ ミネという歌手が歌ってい

たと記憶しています。

ただし、 私が知っているのは、 後にも先にも 「一杯

のコーヒーから ・ ・ ・ 」 という部分だけです。

それだけをメロディーとともに、 いやにハッキリと覚

えているのは何故なのか、 私自身にも分かりません。

それはともかく、一杯のコーヒーが与えてくれるもの、

それは本当に沢山、 またいろいろあると思います。

もう昔と違って、 コーヒーは私たちの日常にすっかり

定着し、 物珍しさはなくなりました。

一般家庭でも、 当たり前にレギュラーコーヒーが飲

まれる時代。

でも、 だからこそ、 コーヒーの楽しみは、 むしろこれ

からが本番だと思っています。

人類がコーヒーを発見して１０００年余り、 焙煎する

ことによって卓越した嗜好性を発揮することを見出し

て７００年余り。

多分、 今後も人類の歴史が続く限り、 コーヒーが飲

まれなくなることはないでしょうし、 嗜好品の王者と

しての地位も揺らぐことはないでしょう。

一杯のコーヒーから私たちが得るものは、

あまりにも多いと思いますから。

入荷情報

イルガチェフェ G1  ナチュラル

６５０円／１００ｇ

通関手続きが終了し、入荷することになり

ました。

トロピカルフルーツを思わせる甘酸っぱい

香り、レモンのような酸味が特徴の個性的

な風味をお楽しみください。

今回は、麦踏みの絵を描いて！と私から頼

みました。

一緒に麦畑まで来てもらって、麦踏みする

ところを見てもらって、写真もプリントし

て渡しておきました。

そうまでしても今回、麦踏みをテーマにし

たかったのは、私たちの命は確かに土に養

われているという実感をお伝えしたかった

からです。

独り善がりになってしまっていないか、

ちょっと不安もありますが、お汲み取りい

ただけたら幸いです。

（みきお）

編集後記

エチオピア産

ミディアムロースト


