










大館さくら豚 （ブランド販売・秋田県大館市）

秋田県大館市といえば、特産の比内地鶏ときりた

んぽ、また「忠犬ハチ公Jのふるさととしても有名

です。

その大館市が布を挙げて取り組んでいるのが、地

元にある認定GG P農場 ・（槻シムコ大館GG Pセン

ター産のSp Fポークのブランドづくりです。その

名も「大館さくら豚J。年間わずか400頭しか出荷さ

れないデュロック種雌豚肉のみを対象にし付加価値

としました。地元にある農場産の豚肉を比内地鶏に

次ぐ特産品に、との思いから始まりました。

前号の「Sp Fのひとjのページでもご紹介しま

したが、同農場カラこ館市に新設されたのは2012年。肉

豚出荷が始まったのを機に市が中心となり、地元精

肉店、ホテルや飲食店などが協力、まさに「地産地

消Jに取り組むことに。昨年秋からブランド出荷を

開始、今年から本格的に展開しています。

プランド名は市がホームページ．を使って公募、 350

を超える候補の中から決定、昨年秋に行なわれた地

元の産業祭ではPRブースを設け、試食会を実施、

アンケート調査も行ないました。

精肉店組合である秋田県食肉生活衛生同業組合大

館支部はブランドシールを作成、店頭販売で活用し

ています。支部長の田村精肉店社長 ・田村ヨシ子さ

んは「透明感があってアクが出ない。鍋が汚れない

肉です。一度買ったお客さんはリピーターになって

くれますよ。子どもがこの豚肉しか食べないからと

わざわざ買いに来る方も。濃い味付けはもったいな

い。せっかくの素材を活かした料理で食べてもらい

たいですね」とプロから見ても高い評価です。また、

「比内地鶏だ、けに頼っていてはダメ。せっかくこんな

おいしい豚肉があるんだから地場産として地元に普

及させて、町の活性化につなげたいですねJ。

重責n：民注ii也ー.：::.. f元戸二L’
~くR PRコー＋ー田園式館企」三局豚

取り扱い店は ，ア＼；｛.－’

市内精肉店が5

軒、ホテル ・レ

ストラン ・居酒 ・・，.湾軍 ‘

屋、温泉施設等 F竺官官訟
が14軒（昨年11昨年10月の産業祭で行なわれた試食会の様子

月現在）。そのひとつ、居酒屋「こらんしょjの店主、

斎藤信子さんは「この肉は冷めてもおいしいんです。

おみやげにと料理を持ち帰るお客さんも多いですよj

と太鼓判。

出荷頭数が限られるため注文数に追いつかないと

いう 、稀少価値ならではの悩みはありますが、市内

のあちらこちらで見かけた「大館さくら豚」ののぼ

りから、地元の熱意が伝わってきました。

＼・協会からのお知らせ・ ＼ 

・理事会を開催
平成26年度の理事会を3月27日（金）、協会事務所に

て開催し、 6月の総会に諮る議事等について協議いた

しました。

6 

．代議員会を 6月に開催
今年度の代議員会（社員総会）は6月11日（木）開

催の予定です。代議員の皆さまには後日ご案内をお送

りいたします。次号に詳細を掲載いたします。



プロのシェフおすすめ、カンタン、おいしいSp Fポークレシピ

昧暗チーズトンカツ
・レシピ提供・和食居酒屋「いちいJ料理長坂本 美知磨 （北海道函館市）

今回は定番の トン力ツが八丁昧噌とチーズという意外にも相性抜群の組合せでおしゃれに変身で、す。

お皿にソースをしいて盛り付けると、見事芯レス トランメニューになりました。ぜひお試しください ｜

・材料・（2人分）

SP F豚ローススライス肉 4枚
八丁味噌適量
大葉 2～3枚
チズ適量
塩こしょう適量
卵適量
小麦粉適量
パン粉適量
イタリアンパセリ （あれば） 適量
揚げ油適量

A （ソス）
ケチャップ 20g 
マヨネーズ 30g
レモン汁少々

・っくり方・

①豚肉に塩 ・こしょうをふり、包丁の背でたたいてのばします。

②①の片面に八丁昧噌をぬり大葉をちぎって散らした上にチーズを乗せて巻きます。つまようじで2か所くらいとめておきます。

＠小麦粉・溶き卵・パン粉のIi慎につけて、170℃の油で3～4分揚げます。

④ Aのソースの材料を合わせて皿に盛ります。その上にカットした③を乗せます。イタリアンパセりをかざってできあがりです。

｛坂本シェフからのアドバイス］

肉は揚げ過ぎないように注意しましょう。油から揚げたら2分ほどそのまま置き、余熱で中まて・）（を通して下さい。

．ポークリーフレットを増刷し、たしました
（ 認定農場産Sp Fポーク販促資材としてご好評いた

だいておりますリーフレット（A6判、 4ページ）の

最新版（Vol.5）が完成いたしました。会員の皆さんや

認定農場産Sp Fポークを販売されている小売店、関

係者には無料でご提供いたします。ご希望の方は事務

局 （TEL.03・5835・5375、FAX.03・5835・

5376）までご連絡ください。

i・認定情報・ I 
・平成26年度認定農場
白月認定］（有効期間：平成26年3月12日から幻年3月31nまで）

北海道・ 全農飼料畜産中央研究所上士幌種豚育種研究

室、 秋田県・ 惰）十和田湖高原ファーム、全農畜産サー

ビス（槻由利本荘Sp F豚センタ一、 （槻シムコ大館GG 

Pセンタ一、 宮城県・ サンエス丸森農場、 （槻シムコ岩

出山事業所、 茨城県・ （有）中村畜産、全農飼料畜産中央

研究所、 千葉県・ 石毛章俊養豚場、鈴木治彦養豚、飯

田養豚、 （槻シムコ館山事業所、 （有）ピギー ・ジョイ第2

農場繁殖農場、同肥育農場、 （有河弄藤養豚飯岡農場、 （有）

鏑木ピッグファーム、平野英夫Sp F豚農場、 長野

県・ （農）エスピーエフこがねや第二農場、 JA全農長

野Sp F繁殖センタ一、 JA大北白馬アルプス農場、

富山県・ （槻シムコ八尾GG Pセンタ一、 島根県・ 奥出

雲ファーム怖）、愛媛県・ JAえひめアイッパクス（栂天

貢ファーム、 熊本県・ 全農畜産サービス（槻西日本原種

豚場、 （有）七城Sp Fファーム、 （有）やまとんファーム、

（有）ピッグファーム陳、 宮崎県・ 惰）守山畜産、 鹿児島

県・ 鹿児島いずみ畜産（槻出水農場、同阿久根農場

（以上30農場）

※次回認定委員会は平成27年6月4日の予定
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平野英夫Sp F豚農場

平野賢治さん
恵さん

・千葉県木更津市

， 

幸せオーラあふれる後継者夫婦
家族でこだわりの豚肉づくり

今号の「ひとJには協会関係では珍しい（失礼 ！）

美男美女、華やかでおしゃれなご夫妻にご登場いただ

きました。

平野英夫Sp F豚農場は、千葉県でいち早く SPF 

養豚に取り組んだパイオニア的存在の認定農場です。

父である英夫さんの後継者、賢治さんは3人兄弟の2

番目、子どもの頃から一番農場の手伝いをしていたと

か。「動物が好きでしたから、苦にはなりませんでした

ねんパン屋さんの経営などを経て、 23歳のときに肉豚

舎の新設を機に本格的に農場に関わり、今年で15年に

なります。

11歳年下の看護師の恵さんとの出会いは5年前、地

元木更津市の住宅街にある隠れ家レストラン。おいし

いと評判の、平野農場産Sp Fポークにこだわるオー

ナーシェフが営むお店（次号で紹介）が結びの神です。

すぐにお互い惹かれ合ったものの、結婚までには4

年近い歳月を費やしました。「私はすぐにでもと思った

のですが、なかなか、うんといってくれなくて…jと

恵さん。「今考えると、私のことを思ってくれてのこと

でしたねん家業の養豚業の大変さを考えた、賢治さん

のやさしさだ、ったようです。

契機となったのは英夫さんが体調を崩されたこと。

手伝いを買って出た恵さんを分娩舎へ。いきなり子豚

国
対
凶
刃
前
回
洲
喧
由
ゅ
は
L
H
ε

回
司
凶
申
午

M
O
－出
品
ぷ
己

－Z冷
44
（
制
古」
）

冷
え

平野さんご夫妻

の去勢をやってもらったそうです。「耐えられるかどう

か、試したところもありました」と賢治さん。そこは

プロの医療従事者である恵さん、予想に反して苦もな

く作業をこなしたそうです。「これなら大丈夫だと思い

ましたJ（賢治さん）。

恵さんは「他の農場を知らないし、こんなものなの

かなと思いましたよJ。結婚後は看護師と農場の仕事が

半々の日々だそうです。「ちょうどいい働き方ですね。

豚の方がいしミかも。ナースコール押さないし（笑）J。今

は主に賢治さんのお母さんと 3人で、 130頭規模の農場

を切り盛りしています。「お母さんは“神”ですね。技

術も人柄もすごいですJと夫婦で絶賛。平野家はどう

やら嫁姑問題とも無縁のようです。

お話をうかがったのは延び延びになっていた新婚旅

行直前。もちろん楽しみではありますが、長い期間留

守するとあって、 2人とも「農場が心配で…」。

これからの夢は？とお聞きすると「いっぱいあるよ

ねjと賢治さんを見つめる恵さん。幸せオーラにあふ

れたお二人に、こちらまで幸せをいただいた、大変楽

しい時間でした。（編集部）
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編 予想に反して寒＜雪の多い冬もようやく終わりを告げ、桜のたよりとともに新年度のスタ トとなりました。昨年度はPE Dが大問題と

集 なり、認定農場も無関係ではすまされなかったことは大変残念でした。現状にきちんと対応できている協会、認定制度なのかどうか、検

後 討すべき課題も多いと思います。 つ つ真撃に取り組んでいきたいと思います。皆さんのご協力をお願いします。

記 事務局の都合で今号の発行が遅れました。執筆者はじめ関係各位にご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。cs)

日本Sp F豚協会認定農場産シール
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