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梅雨明けが遅く降雨も例年になく多かったためひとごこち栽
培田は出穂が 1 週間程度おくれました。幸いにも残暑が厳し
第 18 号(06 秋号･年 4 回発行)

かったので収量に大きな影響は無いと思われますが今年は稗

平成 18 年 9 月 11 日発行

が多くこれから収穫前に稗抜きにひと汗といった状況になり
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始した 17BY 製造分よりオール八千穂産米となりました。
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そしてイベントの秋、秋の夜長においしい日本酒で乾杯しま
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出来ました。粕をたっぷり使用した風味、歯切れの良い食感
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☆ひやおろしと秋あがり
●純米吟醸生酛造り㋣礎

思いますのでお楽しみに。
(まるといしずえ)

秋あがり無濾過原酒

八千穂産ひとごこち全量使用

この時期によく目にする“ひやおろし”のお酒。 春先に火入

特別本醸造八千穂
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された酒で風味が良く、かつて貯蔵用の大桶から出荷用の木
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樽へと卸す時に火入れをせず冷のまま樽詰されたことから

自社農園産 100％

「ひやおろし」と呼ばれるようになったようです。

蔵元手造り白瓜粕漬 3 枚入り 630 円

一方、
“秋あがり”は冬に造ったお酒が、ひと夏、貯蔵熟成し、

蔵元手造り茗荷粕漬 約 15 個入り 525 円

春先の新酒にあるフレッシュさや荒々しさが
消え、まるく、なめらかな口当たりとなり、

☆GOLD AWARD

落ち着いた旨味やコク、ふくよかさなど酒質

アメリカにて毎年開催されている全米

が向上することを表しますので、ひやおろし

日本酒歓評会にて“くろさわ純米生酛”

も含めた広い意味で使われているようです。

→日本名“純米酒生酛造り㋣”が生酛山

この 2 つの言葉が表すように、秋は日本酒の

廃の部で金賞を受賞いたしました。この

おいしい季節、弊社には“ひやおろし”のラ

品評会はホノルルで開催されその後、

インナップはありませんが“㋣礎 秋あがり無

The Joy of SAKEと題しサンフランシス

濾過原酒”は春の生の荒々しさとは違った、

コ・ニューヨークと一般公開されます。

なめらかさ、コク、そして味ののった旨さが

最近金賞と名の付くものとはご縁がな

あります。日本酒本来の琥珀色に輝く味わい

かったのでよい励みとなりました。来年

をお楽しみください。

は本年入賞できなかった純米大吟醸とのダブル受賞を！とな
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るよう精進いたします。

☆リーデル大吟醸サケテスター

☆イベント情報

オーストリアの世界的なワイングラスメーカー
「リーデル社」

SAKE TERRACE

がワインで培った経験から日本酒の蔵元数社と共同で開発し

佐久の銘酒が勢揃いし落

たグラスです。
なかなか脚付きのグラスは家庭では抵抗が･･･

ち着いた雰囲気の中、試飲

と思っていたのですが新たに O(オー)という脚の無いタンブ

して頂くこのイベントも

ラータイプが発売されたので試してみました。

４回目を迎えました。本年

なるほど、100 以上という大きさや形

は旧軽井沢を飛び出して

状の組み合わせから生まれただけの

軽井沢駅構内のさわやか

ことはあり、フチが締まった独特の形

ホールにて開催いたしま

のボウルが、大吟醸の持つ甘味と酸味、

す。場所がら例年より落ち

フルーティな香りを最大限に引き出

着いてというわけにはい

してくれます、とのキャッチコピー通

きませんが趣旨はできる

りの優れものでした。ギャラリーくろ

だけ変えずに開催いたします。是非お出かけください。

さわにて取り扱いを開始いたしまし

9月16日～18日

たので是非お試しください。

AM10:30～PM18:30（最終日はPM17:00まで）

リーデル大吟醸 O 酒テースター

1 脚 2000 円

軽井沢駅3F さわやかホール

日本酒の日蔵開放

2007 年ギャラリーくろさわ催事使用受付中（先着順）です。

～蕎麦･三味線と民謡・秋あがり日本酒の宴～

使用料は無料です。詳しくは弊社まで。

10 月 1 日（日） 13 時～17 時 30 分

☆黒澤酒造スタッフ紹介

協賛 草笛

今回は配送の星野君(右)・弊社数十年ぶり新卒採用となった

協力 小諸麺棒会

日本酒（酉）の日に合わせての恒例の蔵開放です。

高橋君（左）の若手二人のご紹介です。

特設蕎麦打ち教室（要事前申し込み）
きき酒コンテスト、オリジナルラベル体験会
酒造用甑(米を蒸かす道具)で蒸しあげる月見団子
昭友会による三味線と尺八の演奏を聴きながら打ちたて茹で
たての蕎麦と、日本酒を楽しむ秋あがり日本酒の宴
(入場料 1000 円 要予約申込200 名まで)
本年は日曜日ですので日中の開催となります。

星野 行伸

是非お出かけください。

趣味：ドライブ

配送

お奨め：全種類

理由：全般的に辛口なので

25 歳で黒澤酒造に入社し、早いもので 5 年目に入ります。

八千穂高原紅葉祭
10月8日(日) 10時～15時

八千穂高原自然園前

3 年間は瓶詰作業や濾過係をしておりました。今はお客様と

白駒の池の見事な紅葉がピークを迎えるこの時期、フォトコ

接する事の多い配達を毎日やっております。これからもお客

ンテストやスタンプラリー・雨池ガイドツアー・白樺材を利

様に楽しく飲んでいただけるお酒を配達していきたいと思い

用した木工細工教室・物産の販売など行います。

ます。

フォトコンテスト入選作は後日ギャラリーくろさわにて展
示予定です。また、翌週15日にはにて佐久穂町主催のお祭り

高橋 淳

(未詳未定)が開催され商工祭も併催されます。

趣味： 映画鑑賞・読書

詳しくは佐久穂町観光協会・佐久穂町商工会まで

お奨め：大吟醸斗瓶囲い

製造部
理由：やんごとなき美味しさ

社会人としての生活が５ヶ月目に突入し、フォークリフトの
長野の酒メッセ

運転の上達や無駄な動きをなくすなどの課題が明らかになっ
10 月 17 日（火）

13 時～20 時

ホテルメトロポリタン長野 3Ｆ

てきました。素直に人の意見を聞くことで技術を習得し仕事
にあたりたいです。

入場料 1000 円（お土産付き）
「日本酒がキタ－ －（ ゜∀ ゜）－－！！」

編集後記

とテーマし、本年 12 回を迎える、この酒メ

漬物王国長野県では漬物用の酒粕(練粕)の需要が多い為、こ

ッセ、長野県の日本酒好きの皆様、この日だ

の時期その騒ぎが終わりほっと一息つきたい所なのですが、

けは鹿十（しかと）できません。

ご案内の通り秋はイベントのシーズン･･･お酒はもちろん商

昨年同様販売コーナーも設置されます。

工会関係などもあわせて、運営会議などもあり大変です。そ

詳細は長野県酒造組合（026-227-3133）まで

して、その先には早くも酒造りのシーズンが待っています。
7 月の豪雨で酒米の産地、伊那谷の被害が大きかったのでお

日本の心酒『地酒蔵元会』東京展示会

米の出来が気になりますが、
実りの多い秋になりますように。

10月4日(水) ホテルインターコンチネンタル東京ベイ

佐久酒造協会では、
“佐久地焼酎の夕べ”と題した焼酎の試飲

関係業種向け 12時～16時30分

会を初めて行いました。清酒と並んで焼酎製造も盛んでバラ

消費者向

エティー豊富な味わいを PR できたのではと思います。他社

17時50分～20時

国分株式会社取り扱いの全国60社の地酒が勢揃いします。

の焼酎までは勉強する機会が少ないので我々にとっても良い

当社は清酒雪国での参加となります。

機会となりました。佐久の日本酒のみならず焼酎も是非お試
しください。

☆ギャラリーくろさわ催事情報
～9／14

池端寛作陶展

常務 黒澤孝夫 記

北八ヶ岳山麓・千曲川最上流の蔵元
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9／15～9／24

後藤羊子 秋の服展

酒の資料館・ギャラリーくろさわ

10／1～

金沢遊子 日本画展

長野県南佐久郡佐久穂町穂積 1400 番地

10／16～ 29

全日本写真連盟東信支部作品展

Tel 0267-88-2002 Fax 0267-88-2047

10／31～11／10

手仕事こまどり会作品展

11／11～11／19

岡本一道 作陶展

12／1～12／10

手芸グループ展
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