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山菜採り
今月のピックアップ
ご

5っつあん祭
月5回利用で、最大5万円当たる！
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山菜採り
身近な製品や業界、新技術などの しくみ に迫る
「世の中のしくみシリー
ズ」
。第55回は
「山菜採り」
です。畑で栽培される野菜と一味違う風味を

山の恵みを
味わう楽しみ

備えたい
山菜採りの装備

「タラの芽」
「フキノトウ」
など、
山菜の代表格が春の季語となっていることか

春とはいえ、
山歩きは標高が高くなるほどに気

らも分かる通り、
山菜の多くは春に旬を迎える植物。促成栽培によって1年

温が下がり、想定以上に冷え込む。そのため

を通していつでも手に入りやすい野菜と異なり、
野生で育まれた味は、
現代

山菜採りに出かける際は、
吸汗性と速乾性の高

では貴重な季節感を伝えてくれる。また、
その多くは香りの高さと苦味を特

い長袖長ズボンを着用しよう。冷えや、草や枝

徴としながらも、
それぞれに個性豊かな風味を持つ。摘み取ったばかりの

による擦り傷などから体を守ってくれる。万が

山菜は鮮度も高く、
山の恵みを感じさせる格別の味わいとなるだろう。

一の事故に備えて、
行動食やファーストエイド

・長袖シャツ、長ズボン
・トレッキングシューズ
・レインウエア
・手袋

[ イメージ図 ]

毎年自生する山菜も、みだりに採
取して生育環境を損なってしまう
と、
２度と生えてこない恐れがあ

装備

る。茎の部分から採取する場合、

・ヘッドライト
・ファーストエイドキット
・行動食

キット
（救急セット）
なども備えておくと安心だ。

持つ山菜は、古くから日本人に親しまれてきました。豊かな自然の中で行

採取の仕方で
次代に配慮

服装

次の山菜が育つように根を残して
丁寧に手で折り取ろう。

う
「山菜採り」
もまた馴染み深く、昨今ではアウトドア趣味としても人気を
誇っています。今回はそんな山菜採りの実践入門編をお届けします。
※写真は全てイメージです

狙いめ！山菜
日本には1,000種以上の
「食べられる野生植物」
があるとされる。中でも比

数あるシダ植物の中で、食用にできる代表格。シダ植物の多くは有毒と

の際は根元に近い方から切り取ろう。花が

ことができる。アク抜きは、重曹や木灰をまぶして熱湯にさらした後、冷

芽をフキノトウという。早春に出るフキノトウを利用する場合

咲く時期には2mほどの高さに育つが、茎

水に１日つけてしっかり行おう。独特のヌメリを持つ食感が特徴で、地域

は、花を包む苞
（ほう）
が開ききらないものを選び、花が終わり

が堅くならず木材のような利用価値はないため、
「無用の長物」
を示す

によっては乾燥させて保存食とするところもある。

ない栽培）
のものと比べて、
野生のウドは味が濃厚で香り高い。

左／山野の崩壊地、斜面
などで見つかる。また、前
年に育った枯れ茎の脇に
新たな若芽が出ることも
多い。
右／アク抜きした皮を
使ったきんぴらは、シャ
キッとした歯応えと香り
の高さがやみつきに。

適度な苦味と爽やかな香りが特徴的なタラノキの若
芽。栽培品もあるほど人気で、
「山菜の王様」
とも呼ば
れる。トゲの多いものを
「雄ダラ」
、
少ないものを
「雌ダ
ラ」
と呼ぶこともある。幹全体に鋭いトゲがあるため、

上／日当たりのよい荒地、野
山の林縁などにみられる。
下／ボリューミーな可食部を
生かした天ぷらは、
マイルドな
風味を楽しめる定番レシピ。

採取の際には注意が必要。若芽を全て採ると枯れて
しまうので、幹の先端にある太い1番芽だけを採ろう。

注意！
おさえておきたい

3 つのこと

谷間や川岸、
土手など水気の多い場所に群生するフキ。その花

されるが、
ワラビや一部のシダ植物はアク抜きすることによって食べる

可食部位 若芽
おすすめ調理法 天ぷら、和え物、煮物
採集時期 4 〜 5月

監修／大作晃一
1963年千葉県生まれ。東海大
学理学部卒業。自然写真家。国
内外に広くきのこや植物の写真
を提供している。著書に
『山菜&
きのこ採り入門』
（山と渓谷社）
『くらべてわかるきのこ』
（山と
渓谷社）
『美しき小さな雑草の花
図鑑』
（山と渓谷社）
がある。

可食部位 花芽、葉柄
おすすめ調理法 天ぷら、煮物
採集時期 3 〜 4月（葉柄は 5 〜 8月）

地中の太い根茎から出た若芽を採る。採取

「ウドの大木」
の語源となった。市場に出回っている軟白栽培
（日に当て

タラの芽

フキノトウ

可食部位 若芽
おすすめ調理法 炒め物、汁物、塩茹で
採集時期 4 〜 5月

可食部位 若芽
おすすめ調理法 サラダ、
きんぴら、天ぷら
採集時期 4 〜 5月

初心者におすすめの

較的見分けがつきやすく、
調理もしやすい代表格をご紹介。

ワラビ

ウド

山菜採りでは、
山菜の知識の
他に必ずおさえておきたい
ルールや注意事項がある。実
際に野山に向かう前に、次に
紹介する3つの注意事項と
対策を読み、正しい手順に
則って、身の安全を守りなが
ら山菜採りを楽しもう。

1

法律・マナー違反に
気を付ける

山林は私有地、
もしくは国有地で
あることがほとんど。持ち主に無
許可で山菜を採取するとトラブル
になる可能性がある。
「山菜採り
禁止」
を明示している土地もある
が、
そうでない場合も持ち主に無
断で採取を行うのは避けよう。

対策

主催が明らかな
ツアーに参加する

トラブルを回避するのに最も安全
な手段は、自治体や土地所有者
公認の山菜採りツアーに参加す
ること。権利の問題はもちろん、
山菜採りに伴うその他の安全上
の懸念も、専門家の同伴により解
消できて一石二鳥だ。

左／日当たり
の良い場所な
どに自生して
いる。若 芽は
手で折り取る
と良い。
右／旬の素材
を味わうには
おひたしがお
ススメ。

コゴミ

（クサソテツ）

可食部位 若芽
おすすめ調理法 天ぷら、煮物、サラダ
採集時期 4 〜 5月

「クサソテツ」
という名のシダ植物で、
山菜として

上／大群落を形成してい
ることが多く、十分な収
穫量を手に入れやすい。
下／さっと茹でたサラダ。
アクが弱く、苦味が苦手
な人でも食べやすい。

2

毒草に気を付ける

野山には毒を持つ植物もある。ワ
ラビのように下処理をすれば毒
が抜け食用となる植物もあるが、
バイケイソウやトリカブトなど誤
食すると死に至る危険な植物も
あるので、曖昧な判断は絶対に行
わないように。

若葉が茂る季節には、葉柄を採る。フキノトウは天ぷらやふき
みそに、葉柄は塩茹でして佃煮や煮物に利用するのが定番。

上／雪解けを経て春の訪
れを告げる象徴として、童
話の題材にも。
下／山菜の苦味に味噌の
甘みがマッチしたふきみそ
は、
ご飯のお供にぴったり。

利用するときは
「コゴミ」
と呼ぶ。同じシダ植物の仲間であるワラビ
と異なり、
柔らかくアクも弱い。そのため、
下処理は熱湯で2、
3分茹
でるだけで良く、調理する上で扱いやすい。湿った草地や川べりな
ど水気の多い場所に生えており、
葉を車輪状に広げた姿が美しい。
対策

ガイドブックを携行し、
経験者を同伴する

知らない植物には手を出さないのが
大原則だが、食用と誤認してしまう可
能性もある。誤認されやすい植物につ
いては、
農林水産省が参考資料をホー
ムページ上で配布している。このよう
なガイドブックを参照しつつ、現場で
は経験者からの意見を求めよう。

3

事故に気を付ける

たとえベテランであっても遭難、
滑落のリスクがつきまとうのが山
歩き。特に山菜採りでは、山菜を
探すのに夢中になって視線を落
としたまま移動するため、目印を
見失って現在地が分からなくなり
やすいので、
十分注意したい。

対策

GPSアプリは必携。
迷っても焦らない。

迷ってしまったら、慌てず進んで
きたルートを引き返す。その方角
すらも見失った場合は、高所の見
晴らしのいい場所に出ると現在
地を掴みやすい。また、山中でも
現在地を表示できる登山用GPS
アプリも事前に必ず用意したい。

Visa限定

カードのご利用回数が多いほど、
当選のチャンスもUP！

ご

VJA主催

月5回利用で、最大 5万円 当たる！
実施
期間

利用特典

毎月
（1日〜末日）
のVisaカードのご利用回数

4月1日〜9月30日

要エントリー

5回※を1口 として抽選。

※１日から末日のカード利用金額合計5,000円
（税込）
以上の方が対象です。 ※iD
（含むApple Pay、Google Pay™ ）
のご利用分も含みます。※１度エントリーされると、
翌月以降のエントリー手続きは不要です。

１等
２等
３等

50,000 円 プレゼント …………… 毎月 50
5,000 円 プレゼント …………… 毎月 200
500 円 プレゼント …………… 毎月 2,500

エントリー特典

名様
名様
名様

エントリーするだけで

Amazonギフト券

500円分を 10人に1人

の確率で

プレゼント！

※VpassIDごとのチャンスとなります。※都合により商品が変更になる可能性もあります。

エントリー・詳細は▶

https://www3.vpass.ne.jp/cp.jsp
お手持ちのカードの発行会社を選択 ▶ 5 っつあん祭 月5回利用で、最大5万円当たる！

当選発表 ご登録のメールアドレスへ抽選結果を通知します。
（カードご利用月の翌月末を予定） ※ご利用代金明細書への表示は、カードご利用月の翌々月の予定です。
［ご注意］●Mastercard、銀聯カード、コーポレートカード、一部の提携カード、デビットカード、プリペイドカード等は本キャンペーンの対象となりません。●抽選および特典付与時点で当方カードを退会あるいは会員
資格が停止された場合は、本キャンペーンの対象となりません。●当方が同時期に実施する複数のキャンペーンに同時にエントリーされた場合、法令上の規制その他の事由によりキャンペーンの特典を重複して付与で
きない場合があります。●家族カード（ビジネスカードの場合は使用者カード）の利用分も本会員と合算します。●エントリー前に利用されたキャンペーン期間中のご利用分も集計のうえ、応募口数を算出します。●年会
費、海外キャッシュサービス、キャッシングリボ、その他ローンサービス、リボ払い・分割払い手数料、当方情報誌定期購読料、一部保険料等は対象となりません。●加盟店から当方あて売上票の到着が遅れた場合、キャン
ペーンの対象とならない場合があります。●当方社員およびその関係者は本キャンペーンの対象となりません。●当選人数は、VJAグループ全体の人数となります。●エントリーに関わる情報は当方で管理し、本キャン
ペーンの抽選・特典付与の目的に限り利用します。●キャンペーンは今後予告なく内容を変更、または取り扱いを中止することがあります。●Apple 、Apple Pay は Apple Inc. の商標です。● Google Pay は Google
LLC の商標です。●「iD」は株式会社NTTドコモの商標です。●TM and © 2022 Apple Inc. All rights reserved.

【エントリー特典（Amazonギフト券）における注意事項】

●当選された場合は、ギフト券番号が表示されているページをブックマーク、またはスクリーンショットで保存するか、手元に控えてご利用ください。●当選権利の転売・換金・他人への譲渡はできません。●いかなる理
由があってもギフト券番号の再発行はいたしかねます。●抽選には（株）ギフティのシステムを使用します。

Vpassチケット
人気公演のチケットが盛りだくさん！ミュージカル、演劇、コンサートなどさまざまなジャンルのチケットをご用意しています。

ミュージカル『アラジン』

先着
販売

「ホール・ニュー・ワールド（新しい世界へ）」
自由 を求め、大いなる 希望 を胸に、 未来 へと向かうアラジンの物語！
東京・汐留

2022.5/4(水・祝）〜 9/22(木)

大同生命ミュージカルシアター 電通四季劇場
［海］
（東京・汐留）

※取扱い日程・料金等詳細はVpassチケットをご確認ください。※好評販売中につき、完売の際はご容赦願います。

ミュージカル『アナと雪の女王』好評販売中！！
お申し込み・その他の
取扱い公演は

https://www3.vpass.ne.jp/tic.jsp
お手持ちのカードの発行会社を選択 ▶ Vpass チケット

[ご注意]一部の提携カード・法人カード等は利用できません。●換金・転売目的の購入はできません。●チケットの購入には、
「Vpassチケット」
へのご利用登録が
必要です。●
「Vpassチケット」
はぴあ株式会社が提供しています。
企画・販売／ (株)エスシー・カードビジネス

© Disney

プラチナカード・ゴールドカード会員の皆様へ

VJゴルフコンペ

〜袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）〜

袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース

開催日

2022年

6月 7日（火）

8：42 スタート（予定）

千葉市緑区辺田町567

1960年開場。丘陵・林間コースで、各ホールは池越え、谷越え、ドッグレッグと変化に富み、
飛距離と方向性が要求されます。1974年から昨年まで、男子プロゴルフツアー、
ブリヂストンオープンの舞台となっていた屈指の名コース。
■募集人員：80名様 ※抽選受付
■参加資格：VJA グループのプラチナカード・ゴールドカード会員と同伴者
※対象のグループカードについては、VJAホームページをご確認ください

■参加費用：プレー費およびコンペ参加費等（税込） ※1名様からお申し込みいただけます
上記カードの会員ご本人とその配偶者

左記以外の方

27,200円

29,400円

袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース
（千葉県）

■競技方法：18ホールストロークプレー（新ぺリア方式）※キャディ付、徒歩でのプレーになります。
■お申し込み方法：下記ホームページの「VJゴルフコンペ参加申込書」
「宛名用紙」をプリントアウト。ご記入のうえ、
「宛名用紙」を封書に貼り、
お申し込みください。VJAホームページ http://www.vja.gr.jp/ インフォメーション ▶ 2022年度「VJゴルフコンペ」のご案内
■お申し込み締切日：4月25日（月）※当選案内：4月28日（木）発送予定
■キャンセル料：5月17日（火）より、お1人につき 6,600円（税込）発生します。

［ご注意］●お申し込みは4名までとなります。●参加費用のお支払いは、VJAグループのクレジットカードより通常のカードご利用代金と同様に自動引き落としとなります。なお、VJAグループのクレジットカードをお持ちで
ない方は、会員ご本人のカードに合算いたします。●飲食代等の代金は、当日ゴルフ場にて各自実費精算となります。●プレー後のパーティー等はありません。成績表は後日発送いたします。●参加申込書にご記入いただいた
個人情報は、VJAおよび（株）エスシー・カードビジネス、
（株）
リロクラブ、
（株）スコアネットが管理し、本コンペの運営に関するご連絡（お申し込み内容の確認、開催内容のご案内、当日の運営等）および次回以降の開催のお知ら
せに利用いたします。また、ゴルフコンペに必要な範囲内でゴルフ場へお客様の個人情報を提供いたします。●本コンペにお申し込みいただいた時点で、前述の個人情報の利用および提供について同意いただいたものと見な
します。●本コンペは新型コロナウイルス感染拡大などの不可抗力により、中止となる場合があります。
主催：VJA 運営：（株）エスシー・カードビジネス、
（株）リロクラブ、
（株）スコアネット

もっと

もっと

！
いよいよ 4月からワールドプレゼントが変わります！
リニューアルに伴うご注意

ちょっとした
お買物でも貯まる！

ポイント利用時の
計算が簡単！

現在は合計1,000円（税込）ごとに 1 ポイント

現在は 1ポイント＝5円相当

200円（税込）ごとに1ポイント！

合計

200円以上なら、1,000円未満の
ご利用でも貯まります！

1ポイント＝1円相当で計算
ポイントの交換は
4月19日
（予定）
から！

貯まったポイントは新キャッシュバックで活用♪
「iD バリュー」と「キャッシュバック」のいいとこ取り！

●4月1日〜18日
（予定）
の期間はポイント交換ができません。
●ポイント有効期限の変更はありません。
（お持ちのカードによって異なります）
●3月末時点でお持ちのワールドプレゼントのポイント残高は、新しいポイ
ントへ自動で移行します。現在の 1 ポイントにつき 5 ポイントで換算し、
有効期限はそのまま引き継がれます。

〈例〉

新しいポイント残高
3月末時点のポイント残高
500 ポイント（有効期限 2022年12月） → 2,500 ポイント（有効期限 2022年12月）

クレジットカードのお支払い金額に、

1 ポイント＝1円でキャッシュバック（充当）
！
1 ポイントから利用できます。

キャッシュバック金額がお支払い金額よりも多
い場合は、次月以降最大3ヵ月まで繰り越して充
当します。 ※3ヵ月繰り越し後の残額は失効

https://www3.vpass.ne.jp/wp.jsp

詳細は

お手持ちのカードの発行会社を選択 ▶ 重要なお知らせ ▶ ワールドプレゼントのリニューアルについてはこちら

［ご注意］
●一部の提携カード・法人カード等は、ワールドプレゼントの対象となりません。●一部、リニューアルの対象とならないカードがあります。●法人カードは新キャッシュバックの対象となりません。

ダスキン 家事代行・ハウスクリーニング優待サービス
家事やお掃除をおトクに依頼！

お見積り料金（税込）より 10％ OFF！

※定期サービスの場合は初回時のみ

家事代行サービス

ハウスクリーニング

忙しいあなたに代わって、スタッフが
お掃除や家事を代行します。

お掃除に関するさまざまなお困りごと
をプロが解決します。

●お掃除おまかせサービス
●家事おてつだいサービス
●おかたづけサービス

●レンジフードクリーニング
●キッチンクリーニング
●浴室クリーニング

詳細・料金は

https://www3.vpass.ne.jp/

お手持ちのカードの発行会社を選択 ▶ カードサービス ▶ ライフサービス
▶ ダスキン 家事代行・ハウスクリーニング優待サービス

ご予約・
お問い合わせは

など

ダスキン提携先お客様コールセンター

0120-100505

ナイスデイVISA
優待番号
と
会員優待利用
HOJ-206
をお伝えください。

受付時間／ 9:00〜18:00（日・祝日・年末年始を除く）

【ご注意】
●本優待の対象とならないサービスがあります。●ダスキンが行うその他のキャンペーン・割引との併用はできません。●すでにご契約中のサービスは本優待の対象となりません。●繁忙期には、ご希望の日程にお伺
いできない場合があります。●優待内容は、予告なく変更・終了となる場合があります。●一部対応できない地域があります。●有料の移動手段を利用する場合は、実費を別途請求させていただきます。●サービスカーの駐車ス
ペースがない場合は、有料駐車場の代金をご負担いただきます。●一部完全に除去できない汚れ・カビがあります。●写真はイメージです。

