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日本百選日本百選
“ちばの魅力”を世界にアピール！ Spread the charm of Chiba around the world!

ホームページでもご覧いただけます。
　
京葉銀行　情報誌
　

2018.12（次回発行／2019年1月20日）取材協力・写真提供・撮影協力／大網白里市郷土の食文化を伝える会　大網白里市農業振興課・商工観光課　大網グリーンゴルフ
　　　　　　　　　　　　　　 大網白里市社会福祉協議会　NPO法人市民ステーション・まちサポ
　　　　　　　　　　　　　　

LINEからも
「日本百選 of ちば」を
配信しています。 公式アカウント

《日本百選 of ちば》今月の誌上クイズ
　※答えは、京葉銀行のホームページにある、
　　「日本百選 of ちば」の第3回をご覧ください。

① みりん
② 酢
③ 砂 糖

　太巻きずし作りに使用される調味料の中にデンプンの糊化を遅らせ、寿司めしが固くなる
のを防ぎ、日持ちを良くするのに役立つあるものが含まれています。そのおかげで、お土産
に持たせたり、持ち帰ったものを翌日に食べることもできます。さて、それは何でしょうか？
次の3つの中から正解を1つ選んでください。

〔2019年〕正月イベント
開催スポットご紹介！
●大網グリーンゴルフ

TEL.0475-70-5111

TEL.0475-70-0345

九十九里浜の太平洋から昇る初日の出を眺める

●問い合わせ／大網白里市農業振興課農政班

●問い合わせ／農村環境改善センター

●営業時間／8：00～22：00（1月1日休業）
　※12月30日・1月2日・3日 8：00～18：00、12月31日8：00～日没

★1月２日、３日にご入場のお客さまには新春記念品プレゼント。

※レストランの営業は、15：00まで

★レンタルクラブもご用意しております。

◆食事のみでも気軽に
　立ち寄れるレストラン
　「ひまわり」

◆ゴルフ未経験者でも挑戦できる新春企画！

◎かさご煮付定食
　1人前　￥850（税込）

・３球乗れば９カード（3,240円相当）
・２球乗れば３カード（1,300円相当）
・１球乗れば１カード（490円相当）

※その他、盛りだくさんの新春企画はWEBサイトをご覧ください。
   http://ggolf.sakura.ne.jp/

※くわしくはWEBサイトをご覧ください。
   http://www.city.oamishirasato.lg.jp/0000007720.html

　　（大網白里市商工観光課内）　TEL.0475-70-0356
●問い合わせ／大網白里市観光協会事務局

※くわしくはWEBサイトをご覧ください。
   https://www.oamishirasato-kanko.net

●問い合わせ／大 網 グ リー ン ゴ ル フ
大網白里市大竹270-1 TEL.0475-72-5515

　毎年恒例、年初めの元旦祭が白里海岸で開催されます。
雄大な九十九里浜から昇る初日の出を眺めながら、新年を
迎えてみませんか。冷えた身体を温めてくれる甘酒や縁起
の良い紅白餅の無料配布もあります。
●日時／2019年（平成31年）1月1日（火・元日）5：00ごろ

●開催時間／　
　毎週日曜日
　 ５月～９月　１６:００～１７:００
　１０月～４月　１５:００～１６:００
●開催場所／　
　大網白里市農村環境改善センター
　（いずみの里）駐車場
　大網白里市南今泉140-1

●開催時間／毎週日曜日
　　　　　　 ５月～９月　7:００～７:3０
　　　　　　１０月～４月　8 :００～8:3０
●開催場所／網白里市役所南側駐車場　
　　　　　　大網白里市大網115-2

　大網白里市で毎週日曜
日に開催されている「朝
市」・「白里遊楽市」は、生
産者と消費者とのふれあ
いを深めたり、地元産業
の活性化を図るために、
地元で採れた新鮮な野菜
や魚介類、水産加工品等
を販売しています。

▲大勢の人で賑わう「白里遊楽市」

▲クラブハウスとエントランス付近

　毎週日曜日

　１０月～４月　１

　大網白里市南今泉

「太巻きずし」や
大網白里市の
特産品が買える ＆特産品が買える

白里遊楽市白里遊楽市白里遊楽市白里遊楽市白里遊楽市

▲新鮮な朝採れ野菜が並ぶ「朝市」

　毎年恒例、年初めの元旦祭が白里海岸で開催されます。す。す

白里海岸元旦祭」
　毎年恒例、年初めの元旦祭が白里海岸で開催されます
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おすすめ

ニアピンコンテスト（参加無料）
★2019年１月４日　11：00～先着２０名
　８０ヤードグリーンにキャリーで３球挑戦して
　乗った数に応じてボールカードをプレゼント！
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　加藤岡さんは、地域の大切な食文化「房総の太巻きずし」を後世に伝えるべく、
2004年（平成16年）に「郷土の食文化を伝える会」を設立されました。現在13名の方
が会員となり活動されています。
　「房総の太巻きずし」の起源は江戸時代までさかのぼると言われています。ずっと郷土
で伝えられてきたもので、もともとは朝市で魚や野菜とともに加工品として売られてい
たようです。この地域では、お正月はもちろんのこと、嬉しい時、悲しい時など、人が集ま
る時にはなくてはならないご馳走として作られてきました。嫁いだお娘さんが実家に里
帰りした時などは、お土産に持たせたりもしていたようです。そんな時には少しお砂糖を
多くいれて甘めに作りました。そうすると腐敗しにくくなり、ご飯が固くなるのも防げま
す。これが伝わって、今でもお砂糖を多めに入れるのが特徴となっています。
　昔は海苔が手に入りにくかったので、大葉で巻いたり、具もかんぴょうなどを使った
シンプルなものだったようですが、長い年月の中、時代ごとに手に入る食材で様々に工

夫され、今のような華やかなものになりました。今でもいろいろ工夫して、花だけで
なく金太郎アメのようにキャラクターを仕込んだ太巻きずしなども作っています。
　子どもたちも、このきれいな太巻きずしを自分たちも作りたい！という声が上が
るので、それに応えて小学校に出かけて一緒に作る機会も設けて
います。
　取材当日は、近隣の小学校に太巻きずしを指導するため、
郷土の食文化を伝える会と応援に来た地元の方々が十数人
で作っていました。お米は小学生たちが自分たちで育てたも
の。タネやご飯を並べ、すだれで巻き、包丁を入れると次々に
美しい花の模様が現れてきます。

　「ふるさとおにぎり百選」とは、農林水産業が食に
関する国民の理解向上と農林水産物の消費拡大を
目的に開催している「農林水産祭」の第25回記念事
業の一環として実施されたもの。特別展示「ふるさと
おにぎりまつり」を実施するため、1986年（昭和61
年）、当時の食糧庁（現・農林水産省総合食料局）と、
「ふるさとおにぎり百選審査委員会」が共同で、全国
から応募のあったおにぎり・おむすび・まぜごはんを
選考し百選として発表したものです。百選とはいいな
がら、132点が選定されています。
　今回ご紹介している「房総の太巻きずし」は、農林
水産省主催による郷土料理をテーマとした「農山漁
村の郷土料理百選」にも「太巻き寿司」の名称で選出
されています。

※本誌では主に、「房総の太巻きずし」の名称で紹介しております
　が、「太巻き寿司」、「太巻き祭りずし」、「房総巻き」、「飾り巻き寿
　司」、「祭りずし」など地域によりいろいろな名称で呼ばれています。

※本誌では主に、「房総の太巻きずし」の名称で紹介しております
　が、「太巻き寿司」、「太巻き祭りずし」、「房総巻き」、「飾り巻き寿
　司」、「祭りずし」など地域によりいろいろな名称で呼ばれています。

ふるさとおにぎり百選とは？

千葉県の郷土料理房総の太巻きずしが日本百選に。

大網白里市
郷土の食文化を伝える会

加藤岡　美佐子会　長 さん

▲絵柄が豊富で楽しい「房総の太巻きずし」

▲複雑な絵柄は手間がかかるが、作ることを楽しむ料理でもあります

of

▲子どもたち用に作られた
　「太巻きずし」と寿司づくり体験用
　に用意された紅白の寿司めし



　2013年（平成25年）12月、「和食」のユネスコ無形
文化遺産登録決定を記念するセレモニーが農林水産
省庁舎本館で行われました。セレモニーでは、「和食」の
登録記念として千葉県の郷土料理「太巻き祭りずし」の
お披露目やバナー除幕式などが行われ、念願だった
「和食：日本人の伝統的な食文化」のユネスコ無形文化
遺産への登録祝賀ムードに包まれました。

　2018年（平成30年）11月、NPO法人市民ステーショ
ン・まちサポの主催による「祭りずし講習会」が大網白里
おもしろサロンで開催されました。作り方などを指導す
るのは「大網白里市郷土の食文化を伝える会」で、講習
会には大勢の方々が集まり、作った“祭りずし”を切り、き
れいな断面が現れると参加者から歓声があがりました。

　大網白里市のシンボルの花として、1994年（平成6
年）に「町制40周年」を記念して、公募で決められた「コ
スモス」。コスモスの花色の赤、白、ピンクを基調にした
きれいな太巻きず
しも市民の方々に
たいへん親しまれ
ています。

※基本的な、作り方をご紹介しましたが、ご自分で自由にアレンジしてお楽しみください。

●問い合わせ／大網白里市郷土の食文化を伝える会 大網白里市南今泉140-1 TEL.0475-70-5111

太

巻きずしの
　

作り方

1/4に切った海苔に赤い寿司めしを広げる

すだれの左下に沿って卵焼きを置く

梅の花を全形の海苔で被う

卵焼きを返す場合は菜箸を広げ素早く行う

卵焼きを何枚
も重ねる時は
間にペーパー
などを入れて
おく

左右両端を合わせ寿司めしを巻き込むすだれをタテ位置にして両手で持つ

海苔の上部に野沢菜、下部の一方に
でんぶ、もう一方にかんぴょうを置く

でんぶとかんぴょうの下の海苔を半分内
側に折り、その上に寿司めしをのせる

真ん中に5本の梅の花を置く

梅の花の両側に野沢菜を置く

白い寿司めしを均等に広げ、菜箸などを
使って平らにする。（上下は少しあける）

両手ですだれを持って細巻きを作る
5本の細巻きの芯にヤマゴボウを入れ
て花びらを組み、一度仮巻きしておく

▲「コスモス」をイメージした太巻きずし

太巻きずしづくりにチャレンジしてみませんか。
　季節の野菜や魚を巻いて作られる太巻きずし。今回はきれいな色彩の
「盆栽の梅」の作り方をご紹介します。
　5枚の梅の花びらは“赤く色付けした寿司
めし”、めしべはオレンジ色の“ヤマゴボウ”、
枝は茶色の“かんぴょう”、葉は緑色の“野沢
菜”、花のつぼみはピンクの“でんぶ”で作ら
れています。それぞれの具材の色が見事に
調和した、とてもきれいな太巻きずしです。 ▲ご飯を赤く色付けするには「つるむらさき」

　の実を使用。（冷凍保存したもの） ▲完成した太巻きずし「盆栽の梅」

◎寿司めし（白）…………３５０ｇ
◎寿司めし（桃）…………１８０ｇ
◎卵焼き　厚焼きたまご…１枚
　（たまごLサイズ３個）
◎海苔（全形）………………１枚
◎海苔（１／４）………………５枚
◎でんぶ又は紅ショウガ…２０ｇ
◎野沢菜……………………６本
◎ヤマゴボウ………………１本
◎かんぴょう………………３本

●「盆栽の梅」レシピ　
　〔分量：1本（８切れ）〕

　まず始めに卵焼きを作る

　梅の花を作る

　卵焼きに寿司めしを広げ、梅の花（5本の細巻き）と具材をのせる

　梅の花の部分に海苔を巻くようにのせ、フチの部分に枝や葉などになる具材を並べる

　具材がこぼれないように巻き上げる

　しっかりと両手で押さえ、形を整えて完成！

　塩小さじ1/2と酒大さじ1を卵3
個に溶き入れ、油を引いたフライパ
ンで卵を焼く。

なお、寿司めしは１升炊きに酢２００ｃｃ、
砂糖400g、塩大さじ1.5杯、ピンクの
色づけに「つるむらさき」少量をお湯で
溶いて使用。

横位置に戻し、両手でしっかり押さえる すだれの片方に全体を寄せ、形を整える 食べやすい大きさに切って盛りつける

大網白里市の“市の花”「コスモス」が
太巻きずしの絵柄に！

「郷土の食文化を伝える会」が行う、太巻き
ずしの多彩な巻き方の創作と伝承活動。

「和食」のユネスコ無形文化遺産登録
決定を記念するセレモニーで「太巻き
祭りずし」が披露されました。
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　毎週日曜日
　 ５月～９月　１６:００～１７:００
　１０月～４月　１５:００～１６:００
●開催場所／　
　大網白里市農村環境改善センター
　（いずみの里）駐車場
　大網白里市南今泉140-1

●開催時間／毎週日曜日
　　　　　　 ５月～９月　7:００～７:3０
　　　　　　１０月～４月　8 :００～8:3０
●開催場所／大網白里市役所南側駐車場　
　　　　　　大網白里市大網115-2

　大網白里市で毎週日曜
日に開催されている「朝
市」・「白里遊楽市」は、生
産者と消費者とのふれあ
いを深めたり、地元産業
の活性化を図るために、
地元で採れた新鮮な野菜
や魚介類、水産加工品等
を販売しています。

▲大勢の人で賑わう「白里遊楽市」

▲クラブハウスとエントランス付近

「太巻きずし」や
大網白里市の
特産品が買える朝市＆朝市＆
白里遊楽市白里遊楽市

▲新鮮な朝採れ野菜が並ぶ「朝市」

「白里海岸元旦祭」「白里海岸元旦祭」
おすすめ

ニアピンコンテスト（参加無料）
★2019年１月４日　11：00～先着２０名
　８０ヤードグリーンにキャリーで３球挑戦して
　乗った数に応じてボールカードをプレゼント！

大網白里市

京葉銀行
大網支店

大網グリーンゴルフ

大網白里市役所
南側駐車場

朝市会場

大網駅

圏
央
道

大網白里スマートインターチェンジ
2019年3月供用開始予定

JR 外 房 線 JR
東
金
線

至東
金方
面

128

JR
外
房
線
至茂原方面

至千葉方面

至白里海岸

白 里 遊 楽 市

朝 市 新春
運試し

白里海岸

〒

農村環境
改善センター
駐車場

コンビニ コン
ビニ

白里
IC

白里
郵便局

九十九里
有料道路

南今泉

白里遊楽市会場

至大網駅

大網白里市大網97
TEL.0475-72-3171

大 網 支 店
支店情報
　

最寄りの
　

こ か

LINEからも
「日本百選 of ちば」を
配信しています。 公式アカウント

正解は→③ 砂　糖

http://www.city.oamishirasato.lg.jp/0000007720.html
https://www.oamishirasato-kanko.net/
http://ggolf.sakura.ne.jp/

