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御贈答用にも
いかがですか？
ギフト等、
スタッフに
お気軽にお尋ね
ください。
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２. マグカップにチョコを入れ、
レンジで40秒。
チョコレートが溶けない場合は加熱時間を
少しずつ足して様子をみる。

４.クッキングシートを敷いたバットの上に
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3の大豆チョコを好きな大きさに分けて、
形を整える。

vol.

５. 冷めて固まったら出来上がり。
気温が低くなるとはちみつの中に白いツブツブが見られます
が、
これがはちみつの結晶です。結晶する早さは、採取した花の
種類によって大きく異なります。れんげなどは早く、あかしあな
どは比較的ゆっくり結晶します。はちみつの物理性に起因して
いるものなので、品質や栄養には問題はありません。

豆知識 はちみつの
結晶
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イオンモール

3ヶ月のお申し込み

詳細は別途ご案内いたします。

6ヶ月のお申し込み

〈クリックポスト〉

1年間のお申し込み

3,564円（税込）
5,940円（税込）
10,800円（税込）

詳しくはホームページにて

南海本線
七道駅

お得な3日間！ ぜひお越しください‼

がほ う え ん

開催します！

1年間毎月定期的におすすめ国産蜂蜜120ｇが届きます。
何の蜂蜜が届くかはお楽しみに！
スパウト容器の蜂蜜を郵便でお届けします。

3月6・7・8日

１. チョコレートを細かくする。
（個包装のを使うと便利）

３. 生クリームを入れてよく混ぜ、はちみつを
入れ混ぜ、最後に煎り大豆を入れて混ぜる。
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みつばちフェア

やってみよう！

●材料 ハイカカオチョコレート(70%) 50g
節分豆
20gほど
生クリーム 大さじ1
はちみつ
大さじ1

マグカップに
残ったチョコに
お湯や牛乳を
少し注いで
ホットチョコレートに！
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3月上旬

try!

節分で残った豆をおやつにアレンジ♪
＊体に優しいはちみつ
＊ポリフェノール豊富なハイカカオチョコ
＊タンパク質豊富な煎り大豆で
体に嬉しいチョコをいただきます♪

月発行

木の花の蜜らしい落ち着いた味わいです。スイー
トポテトのようなほっくりした甘みと濃厚な味、
少し酸っぱい香りが特徴で、マイルドな甘さの中
にもコクがあり、あと味がさっぱりしておいしい
ので、紅茶との相性は最高です。
あかしあに次いで結晶しにくい性質があります。
寒いこの季節、紅茶と一緒にいかがでしょうか？

☝POINT

令和２年

株式会社 雅蜂園 〒５９０ ０-９０６ 大阪府堺市堺区三宝町２丁１３１の１

青森産
とちの花の
蜂蜜

50gビン 400円
120gビン
960円
220gビン 1,725円

☝ 蜂蜜大豆チョコ
Let’s

レンジで
簡単

N

南海本線
七道駅
改札出てすぐ !

〒590-0906 大阪府堺市堺区三宝町2-131-1

☎072-233-1138

●営業時間 10：00〜18：30
●定休日 第２、第４、第５日曜日

gahouen.com 🔍 がほうえん
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第４回

「採蜜の旅」

の椀の中に卵を移虫して巣箱に
戻し、72時間置くと出来上がりま
す。
この作業は必ず72時間で取り出
すので、雨が降ろうが風邪を引こ
うが、作業しなければなりません。
この移虫という作業が細かくて、1ミリほどのミツ
バチの卵を取り出します。
私もチャレンジしましたが、羽佐田さんの10倍く
らい時間がかかりました。
私が蜂蜜問屋に勤めている時に後継ぎとして働
きだした息子さんも今では44歳。半年間愛知を
離れて移動してる間、自宅に残した子供たちと
のテレビ電話を楽しそうにしていたのを思い出
します。

５月後半から６月一杯はほと
んど大阪には帰れなくなって
います。
北海道では５日で１８００キロ
を走る事も普通です。桜の開
花情報が聞こえだすとスタン
バイして養蜂家さんと情報交
換します。
今年はどんな年になるのかな？

羽佐田さんは国内でも数少ない国産の生ロー
ヤルゼリーを生産される養蜂家です。
ローヤルゼリーとは女王蜂が幼虫期に若い働き
蜂から大量にもらえる母乳のようなものです。
ローヤルゼリーをもらえる女王蜂は、働き蜂に
対して体の大きさはもち
ろん寿命も大幅に長くな
ります。
そして卵も１日数千個も
産めるようになるのです。ローヤルゼリーは乳
白色のクリーム状のもので、独特の風味と酸味
があります。その中にはたんぱく質、糖質、脂質
の他にビタミン類、アミノ酸など多種の栄養素
が含まれています。
ローヤルゼリーは人口王台というプラスティック

蜂労記

羽佐田さんファミリー

はちみつ屋
社長手記

愛知県 (株)びーはいぶ
第３回の
養蜂家さんは…

私は九州から北海道まで︑
毎年現地へ行きお天気やまわりの花やミツバチを見ながら

当店になくてはならない養蜂家さん
そんな全国各地の養蜂家さんをご紹介

移動養蜂家や定置養蜂家と共に蜂蜜を厳選し仕入れています︒豊作の時や不作の時も

こんにちは！

あり︑
１年間に色々楽しいお話があります︒ さて︑
今回のお話は …

お店のはちみつの仕入れは、４月中旬から
鹿児島・宮崎へ行き、５月には長崎から和
歌山・大阪・奈良へと行ったり来たりしな
がら岐阜・福井・長野・新潟を経て、６月
に福島・青森・秋田・山形・岩手を通り、
７月には北海道
に行きます。
北海道は広すぎ
て毎年２回～３
回に分けて移動
し、８月の終わりには大阪に戻って来ると
いう年間のスケジュールでそれぞれの花の
蜜を採って来ています。移動は昔は車でし
たが、今では京都の蜂蜜屋さんと一緒に飛
行機に乗ってレンタカーのトラックを借り
ています。
ここ５年温暖化の影響で南からと言うより
も、全国一斉に花が咲いていると言う状態
で、

養蜂家さん!

一人息子が免許を取りました。

座。
あまり大声を出してはいけない

その後も高速や遠征もつきあった

今年は十数年ぶりに地元の神社

混雑しておらず、少し並

取った次の日早速乗りたいとのた

と思いつつ、
「あ~、
あぶない。
ゆっく

けど、
私よりもうまいかも…。
この

へ初詣に行きました。
（ いつもは

んでお参りを済ませ、御

まい、
「保険が間に合わへんわ」
とご

りやで。
自転車きてるで。
おばあちゃ

間までトミカで遊んでいたくせに、

住吉大社へお参り。）自宅から車

神籤をひいて結果にワイワイしな

の同じ時期に比べると走る回数は

まかす母。
「今はネットで簡単1日保

ん歩いてるで。
ちっちゃい子走って

もう車に乗る年齢になってしまっ

で10分、近くの駐車場へ車を停め

がら焚火で暖を取りました。屋台

増えているものの距離もスピード

険があるんねんで」
と息子。
便利な

るで」
と連発。
「その声にびっくりす

たのね…。

てさらに徒歩で10分ほど。田ん

も何も出ていませんでしたが、た

もまだまだ。
タイム更新を目指して

世の中ですね( ；∀；)とりあえず、
旦

る！」
と私が怒られる始末。

ぼと住宅に挟まれ外灯もほとん

まにはこんなゆったりとした初詣

おりますが果たして？！

那に横に乗ってもらい、
私は後部座

あーだこーだとい言いなが

どない暗い道を同じく初詣に向

もいいなと思いつつ神社を後にし

席でがっつりシートベルト。
もちろ

らご近所ドライブは難な

かう人たちがちらほら。日が変わ

ました。

ん怪我率の低い運転席の後ろに鎮

くクリア。

ってすぐだったのもありそこまで

そんな年明けから3月のフルマラ

息子よ、
次の大人へのステップは
彼女やな！

STUFF Matsu

ソンに向けてちょっと
ずつ練習を開始！去年

社長の「マラソンなめんなよ！」の

声にドキドキしつつ･･･。結果はま
た次回！

STUFF Mi

