会員の皆様から、うれしい

が届きました。

京都府綾部市

たくさんのメールやお手紙をいただき、ありがとうございました。

なつかしい山や川、緑は幾つになってもなつか
７～８年前に、あやべ特別市民になって以来、

しく想いだされます。すんだ美しい空気、水、

毎年季節毎にあやべ特産品を送って戴き、故郷

自然をいっぱい吸い込んで育てられたお茶は、

の味を楽しませて貰っています。

綾部の皆々様の暖かい気持ちが入り込んで居

平成２８年度あやべ特別市民制度

る事でしょう。

今年もピカピカの「新米」ありがと

先日、５０余年ぶりに会

うございました。丁度、綾部から栗

った綾高の同窓生とも、

をいただいていたので、
「栗ごはん」

あやべ特別市民制度の

も美味しくいただいております。

話題で花が咲きました。

ふるさと産品のお知らせ
あやべ特別市民の皆様へ
日ごろは、あやべ特別市民として綾部市をご支援いただきありがとうございます。

綾部に嫁いだ娘の主人が一人居の私を気づかい、あやべ

私は１３才まで中上林で育ち、来年９０才になり

特別市民を継続、綾部の方々の心のこもった特産品の

ます。いくつになっても、故郷は温かく、なつか

数々、花と緑のカレンダーたのしくて、毎年地図をたど

さて、今年度、皆様にお送りしますふるさと産品が決定しましたので、お知らせします。
今回は、年３回すべてお好みの産品をお選びいただけます。詳しくは、中面をご確認ください。

しいものです。この夏墓参りに帰郷した時、制度

りながら見学してまわり、離れていても綾部が身近に感

の事を知り参加させて頂きました。

じられ、温もりが伝わって元気をいただいています。

【基本産品以外をお選びいただく場合】
お手数ですが、下記のいずれかの方法でご連絡ください。
○電話・ＦＡＸ・メールで、会員氏名・会員番号・産品名をお知らせください。

お寄せいただいたお便りは一通一通拝読し、今後の企画の参考とさせていただいています。

○添付の「ふるさと産品連絡票」に必要事項をご記入の上、切り離してポストへご投函ください。

これからも、皆様のご意見、ご質問、メッセージなど、お待ちしています！！

「あやべ特別市民制度」事務局行

の「問い合わせフォーム」からもお気軽にメールいただけます。ご利用ください。

綾部市役所 秘書広報課

差出有効期間
平成 30 年 3 月
31 日まで
(切手不要)
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綾部局
承
認

料金受取人払郵便

６２３－８７９０

http://www.ayabefan.com/

京都府綾部市若竹町８番地の１

「あやべ特別市民」ホームページ

◆受付期間◆ ６月２０日（月）～８月１９日(金)
会員の皆様
全員に

ありがとうの気持ちを込めて

ごあいさつ便「綾部茶」
をお届けします。
（７月下旬発送）

◆連絡先

綾部市秘書広報課

〒623-8501
京都府綾部市若竹町８番地の１
TEL：0773-42-4204
FAX：0773-42-4905

e-mail:hisyokoho@city.ayabe.lg.jp
担当：杉山 聖子、大志万 直美

綾部の旬が盛りだくさん！
「綾部茶」は、全国茶品評会で
毎年上位入賞を果たす名産品です。
まろやかで香り高いお茶をご賞味ください。

「あやべ特別市民」ホームページ

http://www.ayabefan.com/

綾部の特産品を７品詰め合わせた

【特別栽培米（コシヒカリ）】

さ

基本 里山セット

綾部産新米5kg
毎年多くの皆さんから好評いただいている綾部産の新米。
化学合成農薬（節減対象農薬）や化学肥料の窒素成分量を、
慣行レベルの５割以下に低減して作った安全・安心、こだわりの
「特別栽培米」をお届けします。

お米以外をご希望の方
第１回選択産品①～⑤の中から、お好みの産品を
１品お選びください。

※写真はイメージです。

㈱ 中村屋

●カステラ 1 本（5 切）

④万願寺甘とう

いずれの商品も添加物は一切不使用。
心温まるおふくろの味をご賞味くだ
さい。

「煮て良し」
「焼いて良し」
「揚げて良し」
と三拍子揃った大型で肉厚なとうがら
しは、綾部を代表する京ブランド野菜で
す。

菊

屋

梅ジャム

バラのサブレ

唐がらし
半月せんべい

こい口醤油

和木のうしん

㈱松下彌商店
「胡蝶屋」

いっぷく半月庵

あやべ作業所

基本「里山セット」以外をご希望の方

㈱ 緑

「里山セット」もしくは「綾想セット」から

土

綾部の契約農家で収穫された丹波栗を
ていねいに甘露煮した栗を使用。添加

添加物・保存料は一切不使用。上林の空
気と水で育んだ自生の山ぶきの佃煮で
す。

●羊羹 462g×1 本

協議会

第２回ふるさと産品は、

⑤山ぶき・山ぶき昆布セット
ようかん

橋上の里

●秀 150g×8 袋

②丹波栗羊羹
物は一切使わない手作りの羊羹です。

水源の里 老富

二王の水車米

●黒豆ゼリー4 個

①小畑みそセット

御菓子司

きゅうり漬

丹波黒大豆と丹波黒大豆きな粉を贅沢
に混ぜ合わせたカステラと、なめらかな
食感の黒豆ゼリーの詰合せです。

京都丹の国農業協同組合

●山椒みそ 150g×1 個
●白大豆もろみ 150g×1 個

とち餅

③あやべふるさとセット

空山グループ

●小畑みそ 450g×2 個
●柚子みそ 150g×1 個
●みそせんべい 6 枚

と や ま

あ や ごころ

選択 綾想セット

お好みのセットをお選びいただけます。

丹波黒豆
のし餅

●山ぶき 100g×2 袋 ●山ぶき昆布 100g×2 袋

ポチ袋

㈱おおつき製菓舗

こしひかり
（白米１ｋｇ）

茶処綾部の
抹茶バーム

米さぶれ

ポチポチ
そばぼーろ

こい口醤油

米農家 坂田芳昭
（武吉町）

ワークショップ
サクラティエ

自然素材オリジン

あじき堂

あやべ作業所

悠々工房したのかち

②したのかち価値２セット
地元で旬に収穫した食材で仕上げ
たおかず味噌などの詰合わせです。
栄養豊富な古代米は白米と一緒に
炊き込むと美味しいです。
●さんしょみそ 110g ●しょうがみそ 110g
●ふきのとうみそ 110g ●梅ジャム 110g
●梅クラゲ 110g ●古代米 100g

特別純米
あ

や

こ

ま

ふるさと産品のパッケージデザインは都合により変更する場合がありますのでご了承ください。

ち

綾小町

（720ml）

「食べて美味しい綾部産の米」で「飲んで美味しい酒」
を造りたいとの思いから、今回初めてコシヒカリでの
酒造りに挑戦します。コシヒカリの持つ旨みを活かして、
飲み飽きないお酒を目指します。

お酒以外をご希望の方
第３回選択産品①～⑥の中から、お好みの産品を
１品お選びください。

七不思議伝説の里

平成２８年度あやべ特別市民制度ふるさと産品連絡票

志賀郷地域振興協議会

③志賀郷お土産セット

〒

志賀郷のお米から作る米こうじを
使い、添加物を一切使用せず、地元
の農産物にこだわりました。

会

●塩こうじ 200g● 万願寺甘唐みそ 150g
●白大豆もろみ 150g ●万願寺佃煮 120g
●山ぶき佃煮 100g ●米粉ラスク 6 枚

員

水源の里 古屋

よしみ菓子舗

④とちの実セット

⑥繭（まゆ）もなか

古屋で収穫したとちの実を使い、集
落に住む 90 歳前後のおばあちゃん
たちが丹精込めて作りました。
●とちの実おかき 13 枚×1 袋
●とちの実あられ 50g×3 袋 ●とち餅 5 個

瀬尾谷漬加工所

綾部ふれあい牧場 ハイジのキッチン

①瀬尾谷粕漬・米セット

⑤焼き肉のたれセット

無農薬・有機栽培の黒うりを使った
粕漬は、深みのある味わいで柔らか
く歯ごたえもあります。米は瀬尾谷
地区で生産されたこしひかりです。

ふれあい牧場内で作る手作り無添
加醤油と綾部の味噌など、綾部にこ
だわった無添加の焼き肉のたれ。
から揚げ・炒めものにもどうぞ。

●瀬尾谷粕漬 2 パック ●瀬尾谷産こしひかり 2kg

●焼き肉のたれ 200cc×3 本

養蚕・製糸業で栄えた「蚕都綾
部」の歴史にちなみ、綾部産丹
波大納言の粒あん・ゆずあんを
詰めた繭型もなかです。

住

所

氏

名

電話番号

記入日：平成２８年

月

－

会員番号
－

－

日中連絡が取れる連絡先をご記入ください。

お好みの産品に○をして返信してください。
なお、すべて基本産品（お米・里山セット・お酒）をご希望の方は、返信不要です。
基本産品

選択産品（基本産品以外をご希望の方）

●もなか（粒あん・ゆずあん）×8 袋
お控えは、商品到着までお手元に保管
してください。

第１回

会
員
控

第２回
第３回

第１回
(９月)
第２回
（１２月）
第３回
（２月）

お

米

里山セット

お

酒

①小畑みそセット
④万願寺甘とう

②丹波栗羊羹 ③あやべふるさとセット
⑤山ぶき・山ぶき昆布セット

綾想セット
①瀬尾谷粕漬・米セット
③志賀郷お土産セット
⑤焼き肉のたれセット

②したのかち 価値 2 セット
④とちの実セット
⑥繭（まゆ）

日

