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創刊にあたって「ひとこと」 

               社長 門田 和晴 

梅雨の季節なのに、こんなに雨が降らないのはめずらし

く農作物にも影響が出てはこ

ないか心配になっちゃいます。

皆様のところでは、いかがでし

ょうか。日頃は、当社のたまご

をご愛用頂き誠にありがとう

ございます。従事者一同感謝致

しております。 

さて、創刊にあたりひと言ご挨拶をさせて頂きます。

前々からこちらの情報を発信していく機関紙を作りたい

と思いながらなかなか作る自信がありませんでした。勿

論、今の今でも継続できるか不安です。従いましてプレ

ッシャーの中での制作は、おそらく 

長続きしないでしょうから表題の通り「気まぐれ通信」

と言う安易な方向に走って、出来るときに作るというス

タンスをとって出来るだけ継続していきたいと思ってお

ります。どんな通信のものになるか、とりあえず創刊ス

タートさせて頂きます。 

 

 

「エッ！もうコスモスが咲いたの？」 

そうなんです。普通コスモスは、漢字で書くと「秋桜」

と書くように、秋を感じさせる代表的な花です。農場の

標高は、約４５０ｍに位置していますがいくらなんでも

早すぎるような気がします。でも、きれいに咲いたコス

モスを見ると心が癒されてまーす。 

 

 

 

 

 

 

   

６月１５日ころから農場で咲き始めました。 

 

「「鶏鶏卵卵ととココレレスステテロローールルのの関関係係をを  

考考ええるるフフォォーーララムム 22000055」」  開開催催  

 

これまでコレステロールが少ないほどよいとする風潮

がありましたが、多くの医学者がこの問題に対して研究

を進め、今までの常識が大きく変わろうとしています。 

今回、米国鶏卵栄養センターのドナルド・Ｊ・マクナマ

ラ所長から「コレステロールの新しい常識」と言うテー

マで基調講演が６月 14 日東京のホテルで開催された。 

 卵黄に多いとされるコ

レステロールが多いと言

う悪いイメージを払拭す

る研究発表がありました。 

そういえば、ものの本に書

いてあったが、たまごがコ

レステロールの代表のよ

うに言われるようになったのは、約 90 年前のこと。 

ロシアで人体の影響を調べる為に草食動物のうさぎを実

験台にして、その結果血中コレステロールが増加し 

タマゴ＝コレステロールの印象が生まれたとか。うさぎ

は、草食動物なので動物性の脂肪を含むたまごを食べさ

せれば増加するのは当たり前のこと。これを雑食の人間

に即、あてはめたのです。日本では 1981 年、健康な成人

に 1 日 5～10 個のたまごを 5 日間連続して食べてもらっ

た結果、血中コレステロールの値はほとんど変化しない

ことがわかりました。それどころか、卵黄、卵白には、

コレステロールを低下させる効果があるんだって。 

このお話は、また、別の機会に！ お楽しみに！ 

 

 

ホームページがまもなく一新 
 

現在の津口ファームのホームページは、作成してから５

年以上が経過し、その間一度も更新されず、そのまんま

の状態。ぼつぼつ変えたらどうかと言うことで只今、制

作中。出来たら見てください。今のアドレスは、 

 http://www.tsukuchifarm.co.jp です。 

 

【編集後記】 

 なんか硬い話ばかりになった

ようですが、内容をもっともっ

と検討してソフトな話題とかお

料理のコーナーとか趣味の世界

とか等々楽しくなおかつ役立つ

情報を掲載したいと思いますの

でよろしくお願いします。 
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「ＦＦＣ国際フォーラム２００５」開催 

 

赤塚植物園グループ

が主催する（後援名古

屋市・津市）ＦＦＣ国

際フォーラムが愛・地

球博が開催されてい

る名古屋市で 7 月 12

日・13 日に開催され

出席してきました。 

国内外の第一線級の

研究者（ハーバード大

学、国内の大学教授）

の方々より専門分野

の角度から研究され

たテーマでＦＦＣ水について人の健康への関わり合い、

環境浄化、植物に与える有効性、細菌抑制作用等など発

表がありました。会場には全国から約５００人位の（非

公式発表）人が熱心にメモを取りながら聴いておられま

した。アカツカグループの赤塚社長から「愛・地球博」

のテーマ「自然の叡智」がＦＦＣの研究そのものであり、

このフォーラムをきっかけとして世界中の人々から高く

評価され人々の健康から地球環境にまで寄与していくこ

とを念願して会は盛況に終わりました。 

今回発表されたハーバード大学の先生方は、昨年の夏 

赤塚社長と一緒に農場にもお越し頂いておりました。

下の写真はその時撮影したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 左から

4 番目が赤塚社長 

愛・地球博 ささしま会場の様子 

 博覧会のサテライト会場として名古屋駅近くにあり

ましたので帰りにＦＦＣバイオミストを見に寄ってみ

ました。長久手のメイン会場には、バイオラングと言う

ものがあるそうですがそのミニ版がこの会場にもあり

訪れる人の癒しの空間と

してありました。 

 

会場のトイレには、写真のように

ＦＦＣ水が使用されていました。 

 

ＣＯＳＭＯ ＺＯＮＥ ＴＨＥＡＴＥＲ 

フォーラムのパンフレットの中に入場券が同封されてい

ましたので入ってみました。

星と映像と音楽を融合させた

プラネタリウムをみながら手

塚治虫氏の著書「ガラスの地

球を救え」に込められたメッ

セージを聞きながら「もし

も・・・・」と空想の世界に

入ってしまいました。    

（写真は、ＨＰより拝借） 

【編集後記】 

創刊号で雨が降らないと書いてましたが、それ以降、し

っかり降りすぎるほど降りました。来週あたり梅雨明け

かな。1 ページだけでは内容に限界あり。だけど、続け

るには、この位がちょうどいいかも！それって自己満足？ 
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8 月 7 日は、立秋。暦の上ではもう秋。でもなかなか今年

の夏は、暑さがまだまだ続く模様ですが、いかがお過ご

しでしょうか。鶏達も暑さに負けず、毎日私達人間の蛋

白源としておいしい卵を産んでくれておりますので大事

に取り扱って皆様にお届けしようと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気まぐれ通信の創刊号で少しだけ紹介しましたが、6 月

14 日に「鶏卵とコレステロールの関係を考えるフォーラ

ム 2005」が開催されアメリカのＤ.Ｊマクラマラ博士や

日本の医学者たちによる講演がありました。その中でマ

クラマラ博士の講演の要旨をご紹介いたします。 

 

1. アメリカでは、1968 年 米国心臓協会（ＡＨＡ）の

食事についてのガイドラインで「コレステロール摂

取量は、１日あたり 300ｍｇ以下とする。一人当た

りの卵の摂取量は一週間に 3 個（卵黄）までとする。

と発表されたものだから鶏卵の消費が大きく落ち込

みました。 

2. そこで米国鶏卵栄養センターでは、科学的な根拠に基

づく事実の解明をするため動物試験や疫学調査を行

ったところ鶏卵の消費と血中コレステロール値及び

心疾患リスクとの間には関係がないことが証明され

た。また、1 日卵を 6 個食べる臨床実験では、血中コ

レステロール濃度は 1％しか上昇しなかった。 

3. 鶏卵は、低カロリーでたんぱく質、ビタミン、ミネラ

ルなど栄養が豊富で満腹感が得られ、体重の減量及び

維持に効果的で肥満防止に役立つ。 

4. 卵に含まれるコリンは、脳の発達、記憶、アルツハイ

マー病において重要な働きがある。母乳にはコリンが

多量に含まれている。 

5. 卵のルテインは、高齢者の白内障にも効果的であるこ

とがわかった。 

6. アメリカでは、卵の摂取制限から卵の摂取推奨に大

転換している。その結果、卵の消費が伸びている。 

 

参考 

鶏卵Ｍサイズ（60 グラムくらい）の卵には、コリンが

１８０ｍｇくらい含有しています。 

コリンの適正摂取量は男性が５５０ｍｇ／日、女性が 

４２５ｍｇ／日だそうです。 

卵 2個で適正摂取量のほぼ８０％が得られることになる。 

 

米国人の１年間の卵消費量

225
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【編集後記】 

 創刊号を出した時、周囲の人から「３日坊主という言

葉があるからせめて最低でも 3 号までは、発行しなきゃ

ーだめだよ！」と言われてました。その 3 号目、何とか 

目標を達成したような感じで、ひとまずホッとしており

ます。 

8 月 6 日は、広島に原子爆弾が投下された日。あれから

60 年がたちました。世界の恒久的な平和は、世界中の人

たちの願いでありたいのもです。 

卵を食べるにはたくさんの理由がある。 

生涯にわたり健康である恩恵  ベラスケスの絵 

上昇中 
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注目浴びる 

広島第６選挙区 
 

衆議院が解散となって私たちの農場がある世羅町は、広

島第６選挙区でホリエモンが名乗りをあげ、亀井さん、

佐藤さん、伊藤さんの４人が激戦を繰り広げ今や報道陣

や全国の人々が注目する選挙区になっております。 

9 月 11 日が選挙日になっておりますが、選ばれた候補者

は、日本の将来が良くなるように頑張っていただきたい

と思います。 

 

16 年度食料需給表 

 

農林水産省が 8 月 10 日に公表した平成 16 年度の食料需

給表によると、カロリーベースの総合食料需給率は 7 年

連続で 40％であった。品目別でみると鶏卵の需給率は、

95％、鶏肉は 69％、牛肉は 44％、豚肉は 51％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たまごＱ＆Ａコーナー 

シリーズ 1  

たまごに関するいろいろな質問に答えるコーナーです。 

お客様からにわとりは一日何個産むのかとか、赤と白の

違いは何？とか取り上げたらいっぱいあります。そこで 

シリーズで「たまごＱ＆Ａ」コーナーを掲載します。 

 

Ｑ１．白身の中に木くずのようなものが入っていること

があるのは、なぜ？ 

 

  「木くず」に見えるものを「肉斑」（にくはん）また

は「ミートスポット」と呼んでいます。 

  肉斑は、卵殻色素と同一のものが鶏の卵管内に存在

し、卵内に混入したものです。白玉は、白い肉斑

が出現しますが、白色斑は、見た目にもよくわか

らないため、あまり問題にされません。赤玉やピ

ンク卵など有色卵には、蛍光色素である「プロト

ポルフィリン」の含有量が多い。鶏の体内で卵殻

が形成されるとき、この蛍光色素により殻が赤く

（ピンク）なります。気になって取り除く人も多いと思

いますが、卵殻の色素の一部が混入したものですから、

食しても全く問題はありません。 

 

Ｑ2．たまごは骨粗しょう症予防に効果があるって本当で

すか？ 

 

   人間の体が骨を作るうえで必要な栄養素としては、

カルシウムが有名ですが、それだけではありませ

ん。「たんぱく質」の働きが重要なカギを握ってお

り、そのうえ、ビタミンＣ，Ｄ，Ｋさらに鉄分、

マグネシウム、亜鉛、リンなど多くの栄養素の助

けが必要です。たまごは、ひとつの食品でビタミ

ンＣ以外のこれらの栄養素を含んでいます。この

ため、たまごは、骨粗しょう症予防に役立つと言

われています。 

【編集後記】 

茨城県と埼玉県で鳥インフルエンザの感染が確認され 

関係者は感染の広がりを大変心配しております。日本を

代表する最大手の会社の農場から陽性反応が出たことに

対し驚きを感じています。 

衛生管理と合わせて鶏自体の免疫力をつけることが大変

重要だと思います。たまごは、なくてはならない食材の

ひとつです。安全・安心なたまごを供給して良質な蛋白

源としておいしく食べていただくことが私たちの使命と

思っています。 

主要農産物の需給率推移表 単位％

昭和40年 昭和50年 昭和60年 平成10年 平成１4年 平成15年 平成16年
米 95 110 107 95 96 95 95
小麦 28 4 14 9 13 14 14
いも類 100 99 96 85 84 83 83
豆類 25 9 8 5 7 6 6
野菜 100 99 95 84 83 82 80
果実 90 84 77 49 44 44 39
肉類 90 77 81 55 53 54 55

牛肉 95 81 72 35 39 39 44
豚肉 100 86 86 60 53 53 51
鶏肉 97 97 92 67 65 67 69

鶏卵 100 97 98 96 96 96 95
牛乳 86 81 85 71 69 69 67
魚介類 100 99 93 57 47 50 49
穀物（食用＋飼料
量）自給率

62 40 31 27 28 27 28

供給熱量総合食
料自給率

73 54 53 40 40 40 40

飼料自給率 55 34 27 25 25 23 25
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今年の夏は、厳しい残暑が続きましたが、この頃やっと 

秋を感じる気温になってきました。暑さ寒さも彼岸まで 

とは、よく言ったものです。 

 

 

 

 

秋の食べ物といったらたくさんの食べ物が連想されま 

すが、ここ世羅町は、なし（梨）の産地でもあります。 

そこで、なしの話題をご紹介いたします。 

世羅町には、観光農園がたくさんあってこの時期には 

なし狩りで賑わいます。 

 

 

大 豊

農 園

や 幸

水 農

園 で

は 、

梨 狩

り

ができ、また、取れたての梨を販売しています。試食も

まるごと一個出来るのがうれしいですね。ぜひ、皆様も

梨狩りに来て、取れたての梨を召しあがってみては、い

かがでしょうか。 

たまごＱ＆Ａコーナー 

シリーズ２ 

たまごのうんちくコーナーです。今回のご質問は、 

 

Ｑ3． 黄身についている白いひも状のものは何？ 

  たまごを割ったとき黄身に白いひものようなもの

がありますが、これは「カラザ」というもので、卵黄を 

保護するためにたまごの真ん中に吊り下げる役目をし

ています。「カラザ」を取り除いて食べる人もいますが、

成分はたんぱく質ですので、そのまま食べるようにした

方がいいかもしれません。 

 

Ｑ4． 「カラザ」は、日本語？ 

 カラザは、殻座と書くのではと思ったが、間違いです。

カラザは「chalaza」というつづりで英語です。 

直訳すると「卵帯」（らんたい）だそうです。 

 

ス

ポ

ー

ツ

の

話

題 

9 月 17 日から 3 日間、福井県で開催された第 10 回 

全日本レディースソフトボール大会に広島県代表として

「東広島チアーズ」が県予選を勝ち抜き出場しました。 

3 回戦まで勝ち進み

惜しくもベスト 8 に

はなりませんでした

が、堂々たるものです。

そのチームのエース

ピッチャーは、当社の

関連会社の日配広島

鶏卵センターで毎日、

新鮮な卵をルート販

売している松岡さん

です。すごいですね！ 

なお、優勝は、埼玉県のチーム、準優勝は福島県のチー

ムでした。 

カラザ 
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「第 1 回日本たまごかけシンポジウム」が島根県雲南

市で開催されます。「たまごかけごはん」と言うシンプ

ルな料理を多角的に検証していくそうです。 

秋の紅葉を見ながらお出かけになられてみてはいかが

でしょうか。 

ところで、私は、たまごかけごはんを時々食べますが、 

食べ方は、たまごを小鉢に割って醤油を少しかけて、

箸でかき混ぜてあったかいごはんの上にかけて食べる

やり方しかないと思っていたら、周りの人に聞いてみ

ると卵黄だけをごはんにのせて食べる人が結構いまし

た。ビックリ！卵白は、どうなるの？ 

 

な・な・なんとこの秋に桜が咲きました。 

農場の入口の

木に枯葉とと

もに花びらが

あるのに驚き

ました。 

 

 

 

たまごＱ＆Ａコーナー 

シリーズ３ 

たまごのうんちくコーナーです。今回のご質問は、 

 

Ｑ1． 卵は、肝臓を守ると聞いたのですが？ 

   卵には、肝臓でアルコールが分解される時に必要な成

分である「メチニオン」が多く含まれています。この「メチ

ニオン」は、二日酔いの薬に必ず入っているほどで、たま

ご 100ｇに約 400ｍｇも含まれています。これは、他の食品

と比べて非常に高い数値です。また、ビタミンＢ２は、肝

臓でアルコールが分解される時に必要な酵素の成分と

なるものであり、ビタミンＢ１もア

ルコールの燃焼を助けます。メ

チニオンやビタミンＢ群をたっぷ

り含むたまご料理をおつまみに

すれば、体に良いといわれてい

ます。今晩は、大根おろしと卵

焼きなんぞで一杯いかかです

か。 

 

スポーツの話題 

今シーズン広島カープ最

後の公式戦が 10 月 12 日

広島市民球場でありました。

カープきちの筆者も今年 2

回目の観戦に行ってきまし

た。最下位のチームの消

化試合にもかかわらず人

の多さにビックリ！最後の試合が今年最高の入場者だったと

か。この試合は、ともに赤ヘルを引張ってきた山本監督と闘志

あふれるリードオフマン野村選手の引退試合。 

野村が打席に立つと入場者全員に配

られた赤いボードで球場全体が真っ

赤に染まり応援もすごかった。 

試合は負けたが引退セレモニーで二

人がマウンド場で抱き合って涙する姿

がとても印象的でした。 

「子どもたち、野球は、いいもんだ

ぞ！たのしいぞ！」という野村の子ど

も達へのメッセージに感動した。 

【編集後記】 

 今年最下位に終わったカープ。来年は、ブラウン新監督のもと、今か

ら楽しみなチームになりそう。そして、久々の優勝を勝ち取ってほしいも

のだ。今回の発行日 10 月 15 日はカープが 30 年前初優勝した日でもあ

ります。カープきちの筆者は、その瞬間どこにいたのかな。 

1.後楽園球場  2．東京ドーム 3.まだ生まれてなかった 



   平成 17 年 11 月 25 日号 第 7 号 

         発行者 (有)津口ファーム鶏卵部 

 

秋の深まりと共に山々の紅葉も一層鮮やかとなり、絵の

才能のない私でさえ、キャンバスに向かいたいなあと思

います。皆様いかがお過ごしでしょうか。ちょっと発行

に間隔があきましたが、ここは、表題のごとく気まぐれ

通信ということでお許しを頂ければと存じます。 

 さて、話題は変わり尾道のケーキ屋さんが 2 号店をご

出店され、当社の「コスモス卵」を使用したプリン「尾

道プリン」を販売されております。 

かわいいビンにプリン

が詰められ、スプーン

ですくって食べます。 

まろやかな風味でとっ

てもおいしく頂きました。

キャップには、「世羅の

コスモス卵を使った柔

らかいプリンです。」と

書いてありました。尾

道に行かれた折には、 

ぜひご賞味してみては、 

いかがでしょうか。 

オープンの日には、大勢の人が列をつくって買われていました。 

 

   お歳暮のご注文は、お早めにお願いします。 

年末は、大変混み合いますので

ご希望通りの配達日にお届けさせ

て頂くためには、早めにご注文を

頂ければ幸いです。 

 

たまごＱ＆Ａコーナー 

シリーズ４ 

たまごのうんちくコーナーです。今回のご質問は、 

 

Ｑ1 卵黄の色が濃いのは、栄養価が高いのですか？ 

  卵黄の色は、赤みを帯びた濃い色と薄い黄色とがあります。

これらの色は、鶏が食べるえさから移行します。黄色とうもろこ

しやアルファルファなどの配合飼料の割合によって異なります。

卵黄の濃い薄いだけでは、直接栄養価には関係がありませ

ん。  

Ｑ2 たまごは、なぜたまご型なの？ 

  カメや魚の卵は、まん丸ですが、鶏と違い地中や水の中に

たまごを産みます。鳥類は、昔から他の動物にたまごを取られ

ないように木の上に巣を作り産卵していました。まん丸だと転

がるとそのまま落ちてしまいますが、たまご型だと、転がっても

元の位置に戻ってきます。つまり、転がっても落ちないための

形になったのではなかろうかと言われています。 

 

鶏供養「鶏魂祭」 
例年 11 月には、鶏

供養を行っており

ますが、今年は、

11月18日、近所の

「法泉坊」様ご住職

様にお願い致しま

して従業員一同に

会し、鶏の供養を

行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

【編集後記】 

月日の経つが早く、今年もあと一ヶ月あまりとなりまし

た。報道では、新型インフルエンザの話題を取り上げて

いますが、生産者としては、神経質にならざるをえませ

ん。早く問題解決の糸口を見出してほしいものです。 

当社としても、入場制限をしたり、車両消毒、踏込み槽

での靴底消毒、野鳥が侵入しないようにネットやカーテ

ンで防御しています。今年は、全国一斉サーベランスと

いって、家禽農家の鶏の検査をやっています。当社も 9

月と 11 月に県の家畜保健所に検査してもらいましたが、

もちろん陰性反応でまずは、一安心！ 



    平成 17 年 12 月 20 日号 第 8 号 

         発行者 (有)津口ファーム鶏卵部 

年末の挨拶 

12 月に入り寒気が日本一帯を覆い北陸や北日本では大雪

をもたらしており、ここ広島県でも 12 月の積雪の記録を

更新したとの報道があります。皆様のところでは、いか

がでしょうか。 

さて、今年も残り少なくなってまいりまして年末あわた

だしい日々をお過ごしと思います。今年も大変お世話に

なりまして誠にありがとうございました。 

来る年が皆様にとって良き年であることをお祈り申し上

げます。            門田 和晴 

 

月雑誌「アネモネ」で 

ＦＦＣの鶏卵紹介される 
 

2006 年１月 1 日号で「おいしい見つけた！」の中でＦ

ＦＣ水を利用した千葉県の坂井養鶏場の紹介がありまし

た。その記事の中に 

広島大学生物生産学部の中 野

教授が、ＦＦＣ活用卵の細 菌

増殖実験結果の紹介も記載 さ

れていました。 

これは、当社がお願いして 得

た貴重なデータです。 

要は、ＦＦＣの卵は、一般 の

卵に比べ、細菌に対して制 御

機能が働き、菌を寄せ付けない機能が優れているのでは

なかろうかとの見解を述べられておられます。 

 

 

たまごＱ＆Ａコーナー 

シリーズ 5 

えっ！にわとりは、 

一日に 3 個も卵を産むの？ 
 

見られた方もおられる

かもしれませんが、11

月に放送されたバラエ

ティ番組「幸せって何だ

っけ」（フジテレビ系）

の中で今や“視聴率の女

王”と呼ばれ、飛ぶ鳥を

落とす勢いの細木数子

氏の発言が業界内で問

題になりました。その発

言とは「養鶏場では、24

時間明かりをつけっぱ

なしにして、にわとりに錯覚を起こさせ、一日に 2、3 個

は卵を産ませている。飼料の中には薬を混ぜて食べさせ

ている。」という内容のもの。本当は、にわとりは、普通

一日に 1 個しか産みません。飼料中にも薬品が含まれて

はいません。根拠のない断定的な発言で、養鶏業界 11 団

体がフジテレビと同氏に抗議しました。フジテレビ側は、

生放送で誤解を与える発言で謝罪をしたそうです。聞く

ところによると、来年１月の初めの頃、番組で謝罪する

とか。占い師もにわとりのことは、予言できなかったよ

うです。 

しかし、細木氏がそのように思っておられたということ

は、一般の人も案外鶏のこととか卵についてご存知ない

ことが多いのだと思いました。 

これからもこのコーナーは、続けていかなくてはと、変

なところからそう思いました。ガンバロー！ 

 

【編集後記】 

6 月に創刊号を発刊して第 8号まで発行しました。 

３日坊主ならぬ 3 回続けばよしという思いではじめまし

たが、8号まできたことに我ながら驚いております。 

誰もほめてくれないでしょうから自分を自分でほめてや

ろうと思います。 

今年もいろいろありました。来年もいろいろあると思い

ますが、頑張っていきたいと思っております。 

これで、今年最後の「気まぐれ通信」とさせてもらいま

す。読んでいただきありがとうございます。 

皆様、良いお年をお迎え下さい。 



平成 18 年３月３１日号 第 9 号 

         発行者 (有)津口ファーム鶏卵部 

 
久々の発行です。冬眠から覚めた動物のようでまた気

まぐれ通信を作っていこうと思っております。でもま

たいつ間隔があくかわかりませんがここは、気まぐれ

通信につき、どうぞよろしくお願い致します。 

 

「今日の料理」の 

ご紹介 
 
4 月 3 日からＮＨＫ教育テ

レビの「今日の料理」で 

基本から本格派まで 特集 

徹底マスター卵料理という

テーマで 4 月 3 日から 6 日

まで放送されます。 

本を開くと「価格安定、栄養豊富、しかも多様な調理

方法がある卵は、一年中大活躍の万能食材。」と書いて

あります。卵料理総力特集とのことですので、お時間

がありましたらご覧になってはいかがでしょうか。 

私も仕事時間中ですのでビデオにとって勉強をしよう

と思っております。 

 

イベントのご案内 

トムミルクファーム春の牧場まつり 

とき   4 月 16 日（日） 

ところ  トムミルクファーム農場内 

開始   11 時から 15 時まで 

 当日は、バザーコーナーでバーベキューや手打ちそ

ば、たこ焼き他、バター作り体験コーナー 

乳搾り体験、地元産品の紹介販売、ＦＦＣ商品の販

売（コスモス卵も販売します）などがあります。 

是非、行ってみてはいかがですか。 

 
  詳しいことのお問い合わせは 

東広島市豊栄町乃美 1083-5 

  トムミルクファームまで 

電話 082-420-3323 

 

「栄養と料理」3 月号 

卵とコレステロールの関係を探ると題し

た対談記事が掲載されていました。 

 

富山大学和漢医薬学総合研究所

浜崎智仁（はまざきともひと）

教授と小柳美江リポーターの対談のなかで卵でコレス

テロールは、ほとんど上がらない。卵に含まれるコリ

ンは、脳や神経細胞に多い成分で卵を食べると頭が良

くなるとまでは言い切れませんがミネラルや鉄分も多

く含まれている総合栄養食品で必要栄養素のかなりの

部分が摂れると書いてあります。 

【編集後記】 

ＷＢＣの興奮冷めやらぬうちにプロ

野球が開幕しました。気まぐれ通信

の第 6 号を読まれた方は、既にご承

知と思いますが、私は地元の広島カープの大ファンで

ありまして、今シーズンのカープの戦いぶりをすご～

く楽しみにしています。ペナントレースが始まる前に

順位予想を各評論家の方が

されておりますが、ほとんど

の人が、カープを最下位にあ

げておられます。普通に考え

るとなるほどそうかなあと

思いますが、勝負の世界は、何が起こるかわかりませ

ん。ましてや外国人監督のブラウン監督がどんなチー

ム作りをし、新しい戦力を発掘してくれ、それに応え

てくれる選手がでてくるかと思えば、本当に楽しみな

ペナントレースと思います。是非、弱そうなカープの

戦いぶりを時々は、気にしてみてください。きっとカ

ープの強さに評論家も驚くこ

とでしょう。 

ブラウン監督 



平成 18 年 4 月 24 日号 第 10 号 

         発行者 (有)津口ファーム鶏卵部 

 

せら夢公園がオープンしました 

 
4 月 14 日、世

羅にまた新し

い名所が出来

ました。 

せら夢公園は、

広島県が交流

広場などバラ

エティに富ん

だ 5 つの広場

を整備した「せら県民公園」（22 ヘクタール）と世羅

のブドウを利用したワイナリーや野菜や加工品、たま

ご等の地元の農産物を販売している夢高原市場やレス

トランがある「せら農業公園」（5 ヘクタール）からな

っています。世羅台地が発信する「農と癒し」をテー

マにした「せら夢公園」に是非、お越し下さい。夢高

原市場には、当社のコスモス卵のパックやネット入り

の初卵なども販売していますのでよろしくお願いしま

す。 

 

 
      上の写真 ワイナリーの入口 

 

トムミルクファーム 

春の牧場まつり開催  

 

東広島市豊栄町にあります乳牛を飼っておられるトムミ

ルクファームで 4 月 16 日「春の牧場まつり」が行われま

した。 

今年が第 2 回目ということですが、大変大勢の方が牧場

に訪れていました。会場では、生のバンド演奏やギター

演奏、ハーモニ

カ演奏などが

流れ、それを聞

きながらご家

族やお友達を

囲んでバーベ

キューを味わ

っていました。

イベントとし

ては、牛乳を使

ってバター作りや乳搾りの体験、牧場内でクイズに答え

ながらのオリエンテーリング等子どもさんからお年寄り

まで楽しめる手作りの企画で楽しんでおられました。 

トムミルクファームさんの生産されたオリジナルの牛乳

の販売やジェラード、アイスクリームには、人気が集ま

り長い行列が出来ていました。 

また、ＦＦＣを利用したいちごやアスパラ、米などの農

産物やドーナツやパンなどの加工品やちりめんじゃこ等

の海産物の販売コーナーも設けてあり、その中で私たち

もたまごの販売もさせてもらいました。 

来年もされるそうですから、是非お出かけ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

  ホルンを吹く沖社長と隣が取材に来た 

広島テレビの女性レポーター 

4 月 23 日放送されました。 

公園入口 

下の写真 新鮮なたまごと野菜のワゴン販売 

 



平成 18 年 10 月 1 日号 第 11 号 

         発行者 (有)津口ファーム鶏卵部 

 

フルーツ王国せら高原夢まつりが 9 月 23 日・24 日に

せら夢公園で開催されました。好天に恵まれたくさんの

方が世羅の秋を堪能されていました。このお祭りは世羅

町の生産者が集まり、収穫したお米や生鮮野菜や果物な

どが販売されたり、うどんやそば、おにぎり、アイスク

リームなど食べ物の出店もあり、また会場に作られたス

テージでは地元の小学生たちの太鼓の演奏があったりで

盛り上がっていました。私たちは、同じ養鶏仲間のゆう

食品様と共同でたまごの詰め放題のイベント販売を行い

ました。大変好評でした。 

 

たまご詰め放題の順番を待つ人で列ができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新聞紙で作った袋に詰め込みます。詰め込むというよ

り、積み上げると表現した方がいい人もいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある物に空気を入れてふくら

ませ赤や黄色を塗って目を書

いてかわいいにわとりを作り

ました。子どもさんに大人気で

した。 

 

 

【編集後記】 

久々の気まぐれ通信でし

たが、ほとんど写真で埋

まってしまいました。秋

はあちこちでお祭りが開

かれますね。みなさまの

ところではどんなお祭り

が開かれますか。 

              農場のコスモス 

 



平成 18 年 11 月 28 日号 第 12 号 

         発行者 (有)津口ファーム鶏卵部 

 

鶏

魂

祭 
 

 

今年も同じ地区にあります法泉坊様にお越し頂き鶏の供

養を致しました。供養してやっとるんじゃという気持で

なく、ありがとうという感謝の気持を持つことが大切で

あることを教えて頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   お歳暮のご注文は、お早めにお願いします。 

年末は、大変混み合いますので

ご希望通りの配達日にお届けさせ

て頂くためには、早めにご注文を

頂ければ幸いです。 

 

「シールを集めてプレゼントの卵」は、年明けに発送させて頂

くことになる場合がありますのでご了解下さい。誠に勝手なお

願いで申し訳ございません。   

 

 

 

 

たまごＱ＆Ａコーナー 

シリーズ６ 

Ｑ 二黄卵はどうしてできるのですか？ 

 

ふつう「双子のたまご」と呼ばれていますが、一つの卵

の中に卵黄が 2 つ含まれているものを二黄卵といいます。

二黄卵は、産卵まもないニワトリによって作られます。

通常はぶどうの房のような卵胞の中の一番大きい一つが

破裂して排卵がおき、それがゆ卵管を通りながら卵白や

殻が形成されて卵を産みます。しかし産卵開始まもない

ニワトリは、まだ排卵のリズムが確立していない為時々

2 個の卵黄が連続して排卵され、二黄卵が出来るのです。

ところによっては、縁起物として扱われているようです。

ここにめずらしい

写真がありますの

でご紹介します。

二黄卵は、よく見

かけますが、3 つ

卵黄の入ったたま

ごはなかなか見る

ことが出来ません。

これも先ほど同じ

ようなことで作ら

れているものです。自然の現象ですので食しても全くご

心配は無用です。 

 

 

スススポポポーーーツツツののの話話話題題題   

世羅高校 都大路に挑む！ 

広島県代表として男女アベック出場を決めた世羅高校が、

12 月 24 日に京都で開催される第 57 回全国高校駅伝大

会に挑むことになりました。この大会には男子陸上部は

過去 33 回出場しており第 1 回大会の優勝校でもあり過

去 4 度の優勝と 24 回の入賞をしています。しかしなが

ら、1974 年の 25 回大会以来優勝からしばらく遠ざか

っています。今年こそは、全国制覇の期待が高まってお

ります。おいしい世羅高原の空気をいっぱい吸い込みな

がら町内を走る選手の姿を見かけますが、是非とも彼ら、

彼女たちの健闘を祈り、「駅伝の世羅」の名にふさわしい

成績を記してほしいものです。全国の皆様も広島県代表

の世羅高校の走りっぷりを是非ご注目下さい。  

頑張れ！世羅高校！ 



平成 18 年 12 月 25 日号 第 13 号 

         発行者 (有)津口ファーム鶏卵部 

 

 

全国高校駅伝大会で地元の世羅高校

男子が古豪復活をかけて臨んだ大会

で 32 年ぶり 5 回目の優勝を飾った。 

翌日 25 日は、世羅町内を優勝パレー

ドを行い、沿道の地域の皆さんに暖か

い歓声を受けていました。 

世羅高校は創立 110 周年となる今年

をすばらしい花を添えることができ

た。ゴールしたあとの 1 年生アンカー

の中原大君がテレビでインタビュー

を受けていたが、満面の喜びの笑顔で

あった。 

 

 

大会の翌日、早朝の世羅台地を世羅高

校のメンバーは、すでに来年に向けて 

走っていたそうです。 

おめでとう世羅高校 

 

高校の駅伝大会に先駆けて先日の 12 月 16 日には、 

全国中学生駅伝大会が山口で行われました。 

この大会でも広島県男子代表校の東広島市立八本松 

中学校が全国制覇しました。広島県の活躍は、地元 

県民にとってうれしいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         写真は中国新聞から 

 

年末ご挨拶 

 

今年一年、皆々様には大変お世話にな

りました。 

来年も皆々様に於かれまして良い年

になることをお祈りいたします。 

 

 (有)津口ファーム 気まぐれ通信編集スタッフより 

 



平成 19 年 6 月 15 日号 第 14 号 

         発行者 (有)津口ファーム鶏卵部 

 

半年ぶりの気まぐれ通信です。ということは今年最初の

発行ということになります。日記やこういった新聞を書

き続けることの大変さがよくわかります。こうなるだろ

うと思って名づけた通信紙ですのでご容赦下さい。 

今年の梅雨入りは、例年より遅く、冬も雪が少なかった

せいで水不足になるのではと心配しております。皆様の

地域ではいかがでしょうか。 

 

早くも今年初めて 

コスモスが 

咲きました！ 
 

 

 

 

 

 

  

 

6 月 5 日に今年最初のコスモスが農場に咲いているのを

発見いたしました。まだ、2 つ 3 つしか花をつけていま

せんがこれから秋までコスモスを鑑賞することができま

す。私たちの取り扱う商品のなかに「コスモス卵」とい

う商品名をつけているものがあるだけに、コスモスの花

が咲く季節になるとまたまた、元気がでてきます。 

 

 

 ＜ＣＭ＞ 

お中元にも 

  「コスモス卵」を 

     ご用命下さい 

   

 

 

 

お店紹介コーナー 

                   ＮＯ1 

 タウン誌のような企画ｺｰﾅｰを設けましたが、これも気

まぐれでいつまでこのコーナーが続くかわかりません   

し、タウン誌の記者のような起用さもないのですが、気  

まぐれながら頑張ってみようと思います。 

第 1 回目は、

首都東京駅の

北口にあるキ

ッチンストリ

ー ト の 中 の

「山水宝」様

をご紹介いた

します。 

お水と素材に   

こだわっておら

れ、薬品を使わ

ない天然えびの

てんぷらや北海

道産のそば粉を

使ったそば、そ

して「コスモス

卵」の玉子焼き、和の空間で和の食を味わってみて下さ

い。昼間は、オフィス街の人たちがおいしそうにおそば

を、夜は、玉子焼きで日本酒を嗜む人でいっぱいでした。 

  【 山水宝様  電話 0120-706-076 】 

 

スススポポポーーーツツツののの話話話題題題   
プロ野球は、セパ交流戦後半戦に突入し、パリーグの

強さばかりが目立つ前半戦でした。我がブラウン広島

カープは、交流戦が始まる前は、丁度 5 割であったの

が、現在は、借金生活！ 打線が悪く点が取れない。

阪神さんも同じことが言えるが、カープよ、頑張って

ください！楽天のマー君、早稲田のハンカチ王子、ゴ

ルフのハニカミ王子、卓球の石川選手、そして我がサ

ンフレッチェの柏木選手等など若手がどんどん出てき

てスポーツも話題が豊富！  

 

【編集後記】 

 6 月にやっと今年最初の「気まぐれ通信」なんてサ

イテー！ 新年号を出そうと思いながら１月が経ち、

あれよあれよという間に半年が過ぎてしまってました。 

「光陰矢のごとし」というか、次回は、年末にならな

いように話題を見つけてきます。 



 

平成 19 年 7 月 20 日号 第 1５号 

         発行者 (有)津口ファーム鶏卵部 

 

新潟中越沖地震で災害を受けられた地域の方々に

対しお見舞い申し上げます。一日も早い復興を願

っております。最近は、集中豪雨や大きな地震が

あったりで自然災害が起こりやすくなっているよ

うな気がします。また、今年は、ラニーニャ現象

で水不足が心配され猛暑になると予報されていま

したが、予報とまったく違い逆に日照不足で農作

物に影響がでないかと農家では心配されています。

四季折々の特徴ある穏やかな気候が望まれます。 

 

ニコニコ大作戦が 

7/21 ス タ ー

ト！ 
 

一日に卵を２個食べるようになれば、卵の他ヒヨコや

餌、物流、資材、小売など関連業界のマーケットが倍

になるだけでなく、何よりも体に良い卵を食べて国民

全体が健康になり、皆がハッピーになる！として 

「たまごニコニコ大作戦！――日本縦断チャリの旅」

が企画されスタートします。卵の素晴らしさを全国で

伝えて消費拡大を図ろうと岡山県のたまご屋さんの青

年（野田裕一朗さん）が発案し、業界の運動として盛

り上げようとしています。この企画の内容は、北海道

から沖縄までの走行距離 4 千キロを自転車で移動し、

訪問先で各地の鶏卵生産者や流通関係者と協力して卵

クイズや「たまごかけごはん早食い大会」などのイベ

ントを通して、消費の拡大を図っていきます。スター

トは、7 月 21 日の北海道札幌市からで最終地点は 12

月 15 日沖縄那覇市となっています。 

皆様の近くに立ち寄ったときは、是非野田さんに声援

を送ってあげて下さい。 

 

「日本縦断チャリの旅」のルート 

 

 
 

 

【編集後記】 

暑中お見舞い申し上げます。 

鶏卵業界人自らがたまごの素晴らしさを全国で伝えて

消費拡大を図っていこうとする青年が登場したことは、

業界人にとっては、本当に頭の下がる思いです。彼の

発案を賞賛し、全国のたまごやさんも彼が通過すると

きは、きっと賛同して共に活動をするものと思います。 

事故のないように是非完走していただきたいと思いま

す。頑張れ！野田さん！ 



 

.......  ..... 

 
たまニコ プロジェクト実行委員会 

設立趣意書 
 

.......  ..... 

 

多くの食を輸入に頼っている現在、お米と並ん

で高い自給率を誇る「たまご」。生食文化をも

つ日本では、世界一高品質のたまごが生産さ

れています。しかし、コレステロールに関する

誤った理解から「１日１個まで」と思っている消

費者はたくさんいます。これを正しい知識の普

及により誤解を解き、「１日２個」にすることで、

単純計算ですが約２倍の消費が見込まれるこ

とになります。これを目指し「たまニコ プロジェ

クト」（「たまごニコニコ大作戦」実行プロジェク

ト）を設立いたします。消費者にとっては「価格

の優等生」ですが、生産者にとっては「低卵

価」のたまご。これを乗り越えて両者が幸せに

なるためには、私たちは「消費拡大」を図るこ

とが正しい道と考えています。 

「たまごニコニコ大作戦」では、食としての「た

まご」のすばらしさや、たまごクイズ（たまご検

定）による正しい知識の普及を目的に、下半

身にハンディを持つ養鶏家の青年が北海道か

ら沖縄までを５ヶ月かけて、自転車による日本

 

縦断の旅に出ます。たまごの良さと「１日２個

を食べましょう」をスローガンに、小さなイベン

トも途中の各地で実施します。「食育」が叫ば

れる中、消費者にとって、いつも冷蔵庫の中に

ある身近な食材。そして、「安価、栄養豊富、

美味しい」と三拍子そろったすばらしい食材で

ある「たまご」を見つめ直すきっかけに 

もなるものと思います。 

日本のたまご業界の夢を乗せて、この夏に「た

まニコ プロジェクト」は始動します。今回のプ

ロジェクトは、けっして生やさしいものではあり

ません。しかし、これからの日本の養鶏・ 

鶏卵関連業界全体の発展のため、企業や個

人の枠を超え、業界全体が一丸となって達成

できればと考えています。たまごの消費を増

やすことにより、日本のたまご業界のさらなる

発展を目指して、本実行委員会を設立するも

のであります。 

.......  ..... 

 

平成１９年５月１日 

たまニコ プロジェクト実行委員会 委員長 

「たまご博物館」 高木伸一 

 

.......   

 



 

平成 19 年 11 月 5 日号 第 1６号 

         発行者 (有)津口ファーム鶏卵部 

 

  広島フードフェステｲバルに初参加 
 

10 月 27 日・28 日に広島城周辺においてフードフ

ェステｲバル２００７が盛大に開催され、昨年同様

の約 80 万人が訪れました。広島県養鶏協会でコマ

を出店し、今

年は、東城の

大橋養鶏場さ

んが 28 日、

当社が 27 日

をそれぞれ受け持ちました。私たちは、午前中た

まごの詰め放題を行い、行列が出来るくらい好評

でした。400 近い出店があったとのことですがほ

とんど店を離れ

ることができず

忙しい一日でし

た。お蔭様で完

売しました。 

 

 

 

 

 あれ！八重桜が・・・ 

          咲いてるじゃん！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月というのに農場の八重桜の木に花が咲いて 

ました。今年は、10 月も気温が高く春と勘違

い  

したのか、花をいくつかつけています。（写真 

は 11 月 4 日に撮影） 

 

畜産物の生産コストが上昇 

          生産者の声 

 

家畜はとうもろこしが主食です。そのとうもろこ

しは、バイオエタノール採取の影響で価格が上昇し

ています。飼料の 60％近くがとうもろこしで飼料価

格は輸送費の値上がりや円安の影響も重なって現在

は一年前と比べて約２割程度高くなっていて、生産

コストもかなり上昇しています。そんな中ですが私

たち生産者は安心・安全な国産畜産物を供給するた

め、今後も努力していきたいと思っていますので消

費の程、よろしくお願いします。 

 

【編集後記】 

早いもので今年も 2 ヶ月となりました。気まぐれ

通信は、今年発行したのは 14 号と 15 号と今回の

16号の 3回しかしておらずかなりさぼってたなと

思っております。今年はあと２回は発行していき

たいと思っております。頑張ろう！ 

 

 



 

平成 20 年 6 月 10 日号 第 17 号 

         発行者 (有)津口ファーム鶏卵部 

早くも今年初めて 

コスモスが 

咲きました！ 
5 月 25 日農場で今年最初のコスモスが咲きました。 

昨年は 6月 5 日が開花でしたから今年は 11日程昨年より

早く咲きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 20 年 10 月 6 日号 第 17 号 

         発行者 (有)津口ファーム鶏卵部 

 

ＦＦＣ活用製品展示交流会開催 

 

10 月 4 日・５日に三重県津市の㈱赤塚本社で開催され

ました。当日は、専門コースと一般コースに分かれて

研修会が行われました。 

専門コースの会場で

ＦＦＣ活用製品の展

示を２６業者の方が、

それぞれブースを設

け当日参加された

方々に 

商品の説明をされて

いました。 

また、研修会では、

出展者がそれぞれＦＦＣの活用方法や効果、商品のこ

だわりなどを発表をされました。 

エフエフシージャパンの主催で行われた今回の交流会

は、初めての試みで

したが反響はよかっ

たのではないかと思

います。当社も参加

しＦＦＣ活用「コス

モス卵」を参加され

た方々にご紹介を致

しました。 

 

フルーツ王国せら高原夢まつりが 9 月

20 日・21 日にせら夢公園で開催されました。1 日目

は好天に恵まれましたが、2 日目はあいにくの雨でした。

それでも大勢の人が足を運ばれ世羅の秋を感じておら

れました。会場では収穫したお米や生鮮野菜や果物など   

販売されたり、うどんやそば、おにぎり、アイスクリー

ムなど食べ物の出店もあり、また会場に作られたステー

ジでは地元の小学生たちの太鼓の演奏があったりで盛り

上がっていました。私たちは、同じ養鶏仲間のゆう食品

様 と 共 同 で

た ま ご の 詰

め 放 題 の イ

ベ ン ト 販 売

を 行 い ま し

た。大変好評

でした。 

 

 

 

 

 

  

 

先日農場の倉庫の屋根裏

にでかいスズメバチの巣

を発見！知らなかった

らその下で作業をして

いても何ともないのか

もしれませんが、発見し

てしまってからは、その 

場に行くことが恐怖とな

ってきましたので駆除を

しました。それがこの写真です。 

 

【編集後記】 

 スポーツの話題とまぜて 

 本当にお久しぶりです。気まぐれ通信とはいっても 

 あまりにも間隔が空きすぎちゃいましたね。 

 広島のサンフレッチェがＪ1 に復帰し、Ｊ2でぶっち

ぎりで優勝をしたことは、大変うれしいことです。 

 プロ野球の方は、広島カープ

がクライマックスシリーズ（3

位以内）に出られなかったこ

とが残念ですが 

 若手が伸びてきたこともあっ

てあの戦力でよく頑張ったと

思います。広島市民球場がなくなることは、本当に

寂しい限りです。夢と感動をありがとう！ 

  



平成 20 年 11 月 28 日号 第 18 号 

         発行者 (有)津口ファーム鶏卵部 

 

 鶏供養 
 毎年この時期に（今年は 11 月 25 日に行いました。）

津口ファームでは、鶏供養を行っております。近くに

ある法泉坊さまにお越し戴き鶏魂碑を前に従事者が集

まり、供養を致しました。 

 法泉坊さまより、最近テレビで見たことでメロンを

生産されている方のお話を聞きました。その方の作ら

れるメロンは、日本一おいしいと豪語されていてその

秘訣は毎朝ハウスにはいる時、メロンに挨拶したり、

声かけをしているとのことです。にわとりにも声かけ

をしてあげて下さい。とのことでした。 

 

今年もお歳暮は「たまご」 

  お歳暮のご注文は、お早めにお願いします。 

年末は、大変混み合いますので

ご希望通りの配達日にお届けさせ

て頂くためには、早めにご注文を

頂ければ幸いです。 

 

「シールを集めてプレゼントの卵」は、年明けに発送させて頂

くことになる場合がありますのでご了解下さい。誠に勝手なお

願いで申し訳ございません。   

                                           

日本人一人当たりの鶏卵

消費量は年間 323 個 
 

ＩＥＣ（国際鶏卵委員会 本部ロンドン）の発表によ

ると日本人一人当たり 323 個（2007 年）消費をして

おり加盟国では中国の 349 個、メキシコの 345 個につ

いで 3 番目に位置しています。主要国の一人当たりの

鶏卵消費量は以下の通りです。 

たまごは気軽にとれる栄養の宝庫です。いっぱい食

べて健康を維持していきましょう。 

 

 

＊＊コミュニケーション広場＊＊ 

愛知県の野村たまごの会長ご夫妻が当社にお見えにな

りました。同じ同業者としてまたＦＦＣ活用生産者と

して情報交換を致しました。年齢も経験も野村様が先

輩で有意義なお話をお聞かせ頂きました。 

国名 2004年 2005年 2006年 2007年
アルゼンチン 170 174 186 199
オストラリア 160 165 155 166
ブラジル 130 130 132 132
カナダ 184 187 187 174
中国 320 --- 340 349
デンマーク 239 238 270 300
フランス 252 251 251 245
ドイツ 210 206 209 210
ギリシャ 130 115 132 136
インド 43 46 38 47
イラン 133 --- 130 158
イタリア 222 218 219 224
日本 330 --- 324 323
メキシコ 341 349 351 345
オランダ 181 183 182 182
南アフリカ 105 107 124 134
スペイン 211 206 196 211
スエーデン 205 200 198 197
イギリス 174 172 173 178
アメリカ 257 255 256 250

主要国の一人当たり鶏卵消費量（個）



 

平成 21 年 9 月 23 日号 第 19 号 

         発行者 (有)津口ファーム鶏卵部 

 

フルーツ王国せら夢まつり開催 

9 月 20 日 21 日と 2 日間にわたりせら夢まつりが

開催された。今年は天気もよく人出が多く盛況で

ありました。当社では、おまつりイベントとして

「たまごのつかみ取り」をしました。ゴムで出来

たたまご型のボールに 6・8・10・12・16 の数字

を書いて、合わせて 16 個のたまご型ボールを箱に

入れて箱の穴から手を入れてボールをつかんで出

してもらう。つかんだボールの数字の数だけたま

ごを差し上げる。それを 2 回トライしてもらうと

いう少しゲーム感覚を取り入れた出し物をしまし

た。16 という数字の入ったたまごは 1 つしか入っ

てないのに主催者側からすれば、なんとよくでる

ことかとハラハラしてました。お客様も多く来場

され、まずまずの企画だったと思っています。 

また、たまごだけでは売上も収益も上がらないの

で今年は初めて飲料の販売を試みました。天気も

良かったため、予定していた数量をはるかに越え 

追加をしましたが売り切れ状態になり、来年への

課題となりました。 



平成２２年４月１日号 第２０号 

         発行者 (有)津口ファーム鶏卵部 

倉田㈱入社式が行われました。 

 

倉田株式会社では、ここ数年新卒採用を見送っており

ましたが、次代を担う若い人材を１名採用を致しまし

た。企業を取り巻く環境は、大変厳しい状況におかれ

ておりますが、こういう時代だからこそ新しい発想を

していける人を求めたとのことです。 

式では、倉田社長より新入社員の紹介とお祝いの挨拶

のあと、飼料畜産部の井原課長より先輩から歓迎の言

葉があり、続いて新入社員の稲村拓也さん（２２）か

ら入社の抱負の発表がありました。最後に関連会社を

代表して津口ファームの門田社長が閉会の挨拶を行い、

式は終了致しました。 

不安と期待を持って船出をした稲村さんの今後の活躍

を期待し、またサポートしながら大きく成長してもら

うことを願っております。 

 

 

 着眼大局小局着手 

足元をしっかり固めて高い次元で視野を広げよう！ 

 

入社挨拶で倉田社長

から「コメスメント」 

すなわち人生の大き

な節目として卒業＝

門出である。人生色々

なことがある。時には

失敗もあろうかと思

うが、一歩一歩前向きに頑張ってもらいたい。グルー

プ会社の社員も含めて受け入れる側は、期待もするが

責任もあるので色々相談に乗ってあげて戴きたい。と

稲村さんの歓迎の言葉があった。 

顧客に信頼される社員に！ 
  

先輩社員を代表して

井原課長からお客様

に対して自分は何を

すべきかを心がけて

いくように。自分の思

うように行かないこ

とがあるかも知れな

いがそんな時は、相談

に来て欲しいとの頼りになる先輩の弁があった。 

 

日本農産工業西日本支店

より祝電を戴きました 

 

 

 

 入社にあたっ

ての抱負を発表 

 

春爛漫の季節に入社

できたことへの感謝

と青春のエネルギー

をぶつけて行きたい

と言う心強い抱負を聞き、倉田社長始め入社式に出席

した社員は稲村さんから元気をもらったように思いま

した。 

最後は、津口ファーム門田社長が閉会の挨拶を行い全

員で写真を撮って閉会となった。 

倉田社長から辞令を受け取る稲村さん 

平成２２年度入社式 

２０１０．４．１ 
前列の向かって右側が入社された稲村さん 



平成２４年５月１０日号 第２１号 

         発行者 (有)津口ファーム鶏卵部 

 

６月２日は「オムレツの日」 

 

栄養たっぷりのオムレツを楽しく美味しく

食べて頂くことを目指し、鶏卵及び関連食

材の企業や団体と共に普及促進を図ること

を目的に６月２日をオムレツの日と日本記

念日協会で認定されました。 

 

【オムレツの日の由来】 

栄養バランスが優れたたまごで愛情を包み

込んだ料理であるオムレツを通じ、家族愛

と健康を育む日。日付は、０６.０２＝０６

（オム）０２（レツ）で「オムレツ」と読

むゴロ合わせ。６月を月間としました。 

 

 
 

 

 

【編集後記】 

本当に気まぐれで我ながらあきれています。皆様お元

気でしょうか？長い間、通信もお休みさせて頂いてお

りました。６月２日が「オムレツ」の日と制定されま

したので皆様に知って頂きたく久しぶりに発行しまし

た。季節も春から夏へと向かっており、もう少しで梅

雨入りの予報も間近となりました。健康にはくれぐれ

もご注意下さい。 

 

 



平成２４年 7 月１０日号 第２２号 

         発行者 (有)津口ファーム鶏卵部 

 

ＮＨＫ大河ドラマ「平清盛」も後半戦に入り、登

場人物も移り変わろうとしております。視聴率は、

今一つ盛り上がっていないそうですが、清盛ゆか

りの厳島神社（宮島）

は、昨年より観光客は

増えていると聞いてお

ります。ドライブイン

や駅売店のみやげもの

売り場を見てみると清盛にあやかった商品が、な

んと多いことでしょう。 

商用として使用する場合は、広島県商工会連合会

に申請すれば、清盛シールを商品に貼り付けてい

いことになっております。 

県のおみやげもの、特産品の振興を図っていこう

というのが狙いです。 

ブログやツイッター、手紙などにキャラクターを

貼り付けることは、だれでもできるそうですので

広島県のホームページから取り込むことが出来ま

す。 

 

 

たまごＱ＆Ａ 

               シリーズ ７ 

たまごについてこの気まぐれ通信でご紹介をしたこと

がありますが、今回からまた復活して記載していこう

と意気込んでおります。これも気まぐれにならなけれ

ばと周囲の人たちが気にしているようですが。 

 

 Ｑ.「たまごの調理での機能って何があるの？」 

 たまごは、色々な加工食品に使われていますのは周知

のことです。卵には、食品をおいしくする機能が備わっ

ています。と言って「おいしい」と言うだけで使用されて

いるものでもありません。 

代表的なのがマヨネーズです。「油」と「お酢」。本来は

混ざらないものを、卵黄が持つ乳化性という機能を使っ

て混ぜることで、コクのあるおいしい調味料ができます。、

その他に 泡立つ機能（起泡性）、固まる機能（熱凝固

性）、色調、栄養価、おいしさの６つの機能が卵にはあり

ます。 

 

乳化性  マヨネーズ、ドレッシング、アイスクリーム 

      

起泡性  スポンジケーキ、メレンゲ、マシュマロ 

 

熱凝固性 カスタードプリン、卵豆腐、卵焼き 

 

 色調   カステラ、ホットケーキ 

 

 栄養価  卵利用製品すべて 
         （参考：タマゴのソムリエハンドブックより） 

 

 

 【編集後記】 

 

 今年の梅雨は、本当に雨が降る日も降水量も多く

皆様のところでは、いかがでしょうか。 

世羅の郷では、田んぼの苗が雨にうたれながらも

青々と成長していっております。 

編集者の私のひそかな喜びとして、苗の成長のよう

に若鯉（広島カープ）も育ってきてくれて主軸不在

でも十分戦える戦力になってきております。 

広島スポーツを愛する一人としてＪリーグのサンフ

レッチェも調子がよく優勝を狙える位置につけてお

ります。彼らを励みとしておいしい卵作りに頑張っ

ていきたいものです。 



  平成２４年１０月１日号 第２３号 

         

 発行者 (有)津口ファーム鶏卵部 

 

 ついこの間まで暑い日が続いていたのに、農場にも

コスモスの花が咲き秋の風を感じる季節となりまし

た。先日、新聞記事にコスモスの花のことが書いてあ

りました。読まれた方もおられるかもしれませんが、

ご紹介しようと思います。（写真は９月２６日撮影） 

 

 

か弱く見えて頑張り屋   

秋風になびく、おだやかな姿が人気のコスモス。でも

実は、たとえ台風で倒されても懸命に起き上がり、美

しい姿を保とうとする強い花なのです。その力強さは

大好きです。原産地はメキシコ。日本では「秋桜」の

名前もあり春の桜にも負けない美しい花です。か弱く

見えて頑張り屋の花、見ていると元気になりますよ。 

  （読売新聞９月２３日日曜版佐々木紅葉草月流講師より） 

ひろしまフードフェスティバル開催 

食欲の秋、「地産地消」をテーマに、広島県内の海の幸、

山の幸など名産・特産品を一堂に集めた食の祭典が今

年は１０月２７日・２８日に広島城周辺で行われます。 

 広島県養鶏協会で出店し県内養鶏農場が毎年順番で

販売します。今年は、１０月２８日（日曜日）を任されまし

た。是非フードフェスティバルにお越し頂きたいと思いま

す。 

（写真は２０１０年

度販売した時の写

真） 

  

たまごかけご飯

にあう贅沢な醤油発見 

送                     

料税込価格 

地元広島の丸大豆と小麦を使った杉桶三年仕込み

醤油と焼津で煮出したかつおにこだわった本当に

おいしいお醤油です。いい香りがします。 

今回は、お醤油とコスモス卵１０個入り２パック

をセットとして販売してみます。 

ご注文は、電話ＦＡＸもしくは弊社楽天市場にて

お取り扱っております。 

【編集後記】 

約３か月ぶりの発行です。気まぐれで申し訳けご

ざいません。セリーグは巨人の強さばかりが目立

ち、我がカープは終盤低迷で今年もＢクラスに甘

んじてしまいました。でもＪリーグではサンフレ

ッチェが頑張っています。選手たちは、しっかり

卵を食べて栄養をつけて優勝をしてほしいと願っ

ています。 



ｓきいっし  


