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倉 敷 の「 今 」を 伝 え る ニ ュ ー ス レ タ ー

「倉敷コロッケ巡り」はいかが？

①

②

③

④
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倉敷市の各地域には、それぞれの特産品を生かした名物コロッケがあり
ます。例えば、玉島地区の「もっコロ」は、なんと地元特産品の白桃が入っ
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たクリームコロッケ！ほんのり香る桃の甘みがベーコンの塩味とマッチした
絶妙な味わいで、おやつにぴったり。倉敷各地域の名物コロッケを食べ歩
き…なんていうのも楽しいかもしれませんよ！

第６号発行のご挨拶

①下津井の「たこコロッケ」
（「金賞コロッケ倉敷店」などで販売）
ももはな

②玉島の白桃入り「もっコロ」
（「くらしき桃花」などで販売）
③連島の「れんこんコロッケ」
（
「JA かさや 倉敷青空市やさい畑」などで販売）

岡山県南部に位置する、倉敷市 ―。このまちでは、歴史と伝統が常にアップデートされ、新しい文

④真備の「たけのこ入りコロッケ」
（「真備ふれあい日曜朝市」で販売）

化が生み出されています。例えば、町家や古民家を利用した新たな観光スポットが次々と生まれている、
倉敷美観地区。例えば、日本初の私立西洋美術館である「大原美術館」
。例えば、繊維産業を進化させ
続けてきた「国産ジーンズ発祥の地・児島」
。このまちにあるのは、歴史や伝統だけではありません！
そんな、倉敷で華開く新しい文化「クラシキ文華」の魅力を
たっぷりとお伝えする『クラシキ文華新聞』第６号をお届け

奈良時代の偉人「吉備真備公」

します。ぜひ、ご一読ください

ゆかりの地であり、作家・横
溝正史が、名探偵「金田一耕
助」を生み出したまち。
温暖な気候と、高梁川の豊かな水
を生かし、マスカットやスイート
ピーなどの栽培が盛んなまち。
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特集
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特集

特集

倉敷の実業家・大原孫三
郎が、洋画家・児島虎次
郎に託して収集した、西
洋美術などを展示する日

豊かでおいしい水、温暖な気候に育まれた米や大豆、小麦などの穀物、瀬戸

本初の私立西洋美術館。

内の塩…。恵まれた原料で醸造された醤油や味噌は、古くから倉敷の食文化を

備中の玄関として栄えた港町で
今でも当時の商家や土蔵が残っ

支え続けてきました。また、テレビ番組や雑誌で紹介され話題を集めている激

ています。昭和レトロな商店街
など、ノスタルジックな町並み

辛ソースを筆頭に、食材そのものの味を引き出すことにこだわった新感覚の塩ポ

天領として栄えた時代の

散歩も楽しめます。

ン酢など、時代のニーズにマッチした調味料も数多く生み出されています。倉敷

風情と美しい景観を色濃
く残すまち。

うまれの調味料の数々、ぜひご賞味を！

とら醤油「倉敷醤油」

足袋・学生服・作業服と、
繊維のまちとして発展し、

◆醤油ひと筋 150 年の老舗が醸す逸品◆

日本で初めてジーンズを

江 戸時代 末期の 1860 年に創業し、かつて皇室

国産化しました。全国の
ジーンズファンからの注

に献上したこともある老舗の醤油醸造会社『とら醤

目を集めています。

油』が、丸大豆を使用し、しっかりと発酵、熟成さ
せた本醸 造こいくち醤 油です。丸

瀬戸内海に臨む、約 2500ha
の空間に、250 を超える事業

大豆特有の風味とまろやかな香り、

所が立地する水島コンビナー
ト。美しく光る夜景は「夜景

米麹が醸し出すほのかで自然な甘

100 選」にも選ばれています。

さが特長。自宅用はもちろん贈答
品としても、好評なひと品です。

編集後記

ひるね姫にも登場する瀬戸大

橋。イラストとは反対側から見た

鷲 羽 山 から 望む景 色も 壮 観です。

鷲羽山は夕日観賞の名所。展望台

からの夕日は、冬至にかけて徐々

橋と重なる景色も見えやすい季節

に海側に沈むようになり、瀬戸大

となる下津井を訪れた際には、鷲

になってきます。ひるね姫の舞台

《４》

羽山からの景色もぜひ見てくださ

倉敷市公式 Facebook
https://www.facebook.com/KurashikiCity

も掲載していますよ）（安藤・村上）
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くらしき塩屋「くらしき塩屋の甘口味噌」
◆熟練職人が生み出す風味とコクは格別◆
大正 10 年（1921 年）頃から味噌造りを始めた醸造元が、70% 精米した岡山県
産アケボノ米と北海道産ゆきほまれの皮剥ぎ大豆、地元産の塩を用いて造る甘口味
噌です。熟練職人が少量ずつ手仕込みし、十分に熟成させているので、コクが深く
風味も格別。その味わいは、全国味噌鑑評会での受賞を重ねています。
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クラシキのニュース

豊島屋「超激辛ソース」
◆驚きの辛さで全国に名を馳せる濃厚ソース◆

2017 年３月 全国ロードショー！

多くのテレビ番組や雑誌などで「信じられない辛さ」と

『ひるね姫～知らないワタシの物語～』と
タイアップした観光プロモーションを展開！

話題を集めた、大人気の濃厚ソース。野菜や果実を多用し
た『タテソースお好みドライ』をベースに、唐辛子エキスと
ブラックペッパーがたっぷり配合されています。辛さの秘密
は、自社工場で作る唐辛子エキス。カプサイシンが通常の

ＮＨＫ連続テレビ小説「とと姉ちゃん」

100 倍（豊島屋調べ）入っています。

で主演した高畑充希さんが声を務める
主人公の森川ココネが、瀬戸大橋をバッ
クに、田土浦坐神社（たつちのうらにま
しますじんじゃ）の石段を駆け下りる…。
「クラシキ文華新聞 vol. ５」でもご紹介

倉敷鉱泉 倉敷味工房「塩ぽんず」

した、2017 年３月に全国公開予定のア

◆食材の滋味を生かす、すっきりとした味わい◆

ニメーション映画『ひるね姫～知らない

瀬戸内の本塩をベースに、ゆず果汁とすだち果汁をたっぷり加え、かつお

ワタシの物語～』のワンシーンです。

とこんぶの旨みを効かせたポン酢。まろやかな塩味と爽やかな酸味が醸し出

『ひるね姫』は、
『攻殻機動隊Ｓ.Ａ.Ｃ.』などで知られる神山健治監督の新作で、港町の風

す、あっさり、すっきりとした味わいが、食材のおいしさを引き立ててくれます。

情が残る倉敷市下津井で、父と２人で暮らす女子高校生のココネが居眠りの最中に見た夢を

しゃぶしゃぶなどの鍋物や焼肉、魚介の焼物などにおすすめです。

手掛かりに家族の秘密に迫るストーリー。日本のアニメーション映画で、倉敷市内が主な舞
台となるのは初めてです。
倉敷市では、映画公開に合わせて、アニメーションのシーンを取り入れた観光ＰＲ動画を

◆ 特報サイト

作り東京都内の映画館などで放映するほか、ロケ地マップの作成・配布、ＪＲ瀬戸大橋線の

http://wwws.warnerbros.co.jp/hirunehime/

列車や市内循環バス車両のラッピングなど、ひるね姫とタイアップした観光プロモーション

（高畑さんの岡山弁にも注目です！）

を展開し、市の魅力を発信します！

玉島味噌醤油「桃のドレッシング」
◆清水白桃を贅沢に使った上品な味わい◆

クラシキのイベント

岡山県内有数の桃の産地として知られる
倉敷市玉島で、大切に育てられた清水白桃

粋然「ごちそう果樹園 彩果 AYAKA」

をたっぷり用いたドレッシング。醤油や香料

金田一耕助誕生の地で、横溝ワールドを堪能！

◆フルーツ王国ならではの贅沢なジャム◆

などはいっさい使用していないので、桃本

めぐる

来の香りと風味を楽しめます。上品でさっ

い」と、
果物や野菜の一次加工会社『粋然』が作るジャム。

ぱりとした味わいは、野菜サラダはもちろ

果肉とグラニュー糖、レモン果汁だけで作られ、岡山県

ん、生ハムのマリネなどにもぴったりです。

こ

み

ち

巡・金田一耕助の小径

「くだものの宝石のような美しさとおいしさを表現した

倉敷市真備地区は、日本を代表する名探偵・金田一耕助誕生

産のフルーツがゴロゴロ入った、これまでにない贅沢な

の地です。本格ミステリー作家・横溝正史は真備地区での疎開中

味わいです。フレッシュ感を出すため、注文を受けてから

に「本陣殺人事件」をはじめとした金田一耕助シリーズを執筆し、

ジャムへと加工しています。写真は清水白桃と、せとか。

発表しました。
「本陣殺人事件」には、横溝正史疎開宅周辺の実
在地が、数多く登場します。また、真備地区を中心とした備中エ
リアは、小説の舞台、映画やドラマのロケ地として多くの場所が
関わる、横溝作品の聖地です。

「倉敷味工房」の倉敷鉱泉・石原社長
普段使いの調味料に良い材料を使う“こだわり”

を満喫できるイベント。金田一耕助のコスプレをして「本陣殺人

◆ 1000 人の金田一耕助（11 月 26 日㈯）

事件」の舞台を歩く「1000 人の金田一耕助」
、横溝作品や金田

◆クイズラリー「横溝正史の散歩道」
（11 月 26 日㈯～ 1 月 29 日㈰）

一耕助などに関する論文を学会形式で発表する「巡・金田一耕助

◆横溝正史旧蔵資料展示（11 月 26 日㈯～ 1 月 29 日㈰）

の小径」学会など盛りだくさん。これはもう、事件です！

◆第４回「巡・金田一耕助の小径」学会（11 月 27 日㈰）

イベント
弊 社 は、 明 治

時代に創業してか

ら、ジュースやサ

イダー、ラムネと

を製造してきまし

いった清涼飲料水

たが、現在は主に、

家庭向けの調味料を作って

普段使いの調味料に良い

います。

材料を使う“こだわり”を

コンセプトに、
「 塩 ぽんず 」

調味料ブランド「倉敷味工

年前に立ち上げま

24

「 塩 だ れ 」をはじめとする

房」を

岡山県産の塩や、高知産の

した。
「倉敷味工房」では、

果汁など、瀬戸内とその周

ゆず果汁、徳島産のすだち

自然そのものの味を生かす

本から製造し

り の 食 材 を な る べく 使 い、

１ロット
200

ことを心掛けています。

か作らないのは、メリット

ていますが、小ロットでし

200

本

円上がっても

10

だ と 考 え て い ま す。

円、

200

の場合、原価が１円上がっ

ても

２ 千 円 し か 変 わ り ま せ ん。

コストが上がることになっ

ぶことができます。

たとしても、良い材 料であれ ば、そちらを選

これからも、お客さんが思っている以上のも

のを提案していきたいと考えています。

「巡・金田一耕助の小径」は、名探偵のふるさとで、その世界
「塩ぽんず」が、新聞の重宝するご当地調味料ランキングで第１位に！

日程

場所

倉敷屏風祭

10 月 15 日㈯・16 日㈰
倉敷美観地区周辺
10 時～ 17 時

2016 秋のせんい児島
瀬戸大橋まつり

10月22日㈯・23日㈰
９時～17 時

内容
町家約 21 軒で屏風や家宝などが飾られる「わが家のお
ひろめ祭」

「繊維のまち・児島」ならではの質の高い繊維製品が格安
で買える、200 張を超える即売大テント村や、ご当地グ
児島ボートレース場駐車場
ルメの飲み食い横丁など。２日間で約15 万人が来場する、
倉敷市最大級のビッグイベント！

イベント情報は、 倉敷市公式 Facebook（https://www.facebook.com/KurashikiCity）でも紹介しています！
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