
内容 時間 山形弁（村山弁） 共通語

【芋子汁①】 0:06 んだら、いまがら"えもこづる"ばつくてんぐがらて それでは、今から"芋子汁"を作っていきます

芋子汁について 私、山形県村山市生まれなんだげっとん、村山市生まれってんのは、えもこづるだいすぎなのよ 私、山形県村山市生まれなんですが、村山市生まれというのは、芋子汁が大好きなんです

なしてがてゆうど、むがす、米、かんなえけべ なぜかというと、昔貧しくて、お米って食べられなかったのよ

どご～でもつくてえだのが、えもどえもこなの どこでも作っていたのが、芋(ジャガイモ)と里芋なの

はえずば、はらのかでにして、むがすの人はがんばてきたんだな それをお腹の足しにして、昔の人は頑張ってきたんですね

んでも、えもこづるの発祥てゆうど、今は「中山町」だ～てやっでだの それで、芋子汁の発祥と言われているのは、今は「中山町」と言われています

中山町てゆうのは、山形県のちょうど中央んどごで、最上川さ沿って、まづず～っとあんのよ 中山町というのは、山形県のちょうど中央にあり、最上川に沿って、町がずっとあるんです

なして、ほごではずまたがてゆうど、最上川舟運ってゆうのが なぜそこで始まったかというと、最上川舟運というものが

山形県ではずっと発展してきたわげだげっとんも、船頭さんが最上川ば上り下りすっべっす？ 山形県ではずっと発展してきたのですが、船頭さんが最上川を上り下りしますね

下っどぎは流れさ、ず～っとまがせでえぐどええげっとんも 下りは流れに任せて行けば良いだけですが

上っどぎは今度ひっぱてくらんなねわげだ (上流へ)上ってくる時は、引っ張ってくる必要があるわけです

そいずを両側で綱ひいで、舟頭さんだが舟員さんだが、ぐ～っとひっぱてくるんだげっとんも その両側から綱を引いて、船頭さんとか船員さんなどが、ぐ～っと引っ張ってくるのですが

そのひっぱてきたどぎに腹へっべした。んだら、なに食うや？ 引っ張ってきた時にお腹が減りますね。その時に何を食べるか? 

んだら、えもこ！やっぱりえもこあっべした 里芋！そう、里芋なら途中のどこの地域にもある

ほのえもこど、京都からもてきたな棒鱈てゆうのが、むがすからあんのよ その里芋と、京都から運んできた棒鱈というのが、昔からありました

ほの棒鱈ばあわしぇでにだてゆうなが、“芋煮会”のはずまりだてゆなよ その「棒鱈と(里芋を)併せて煮た」というのが、“芋煮会”の始まりと言われています

1:34 “芋煮会”ど“えもこづる”のつがいは、野外でみんなしてあづまてすんのが"芋煮会" “芋煮会”と“芋子汁”の違いは、野外でみんなが集まって行うのが"芋煮会"

はえずが山形県の風物詩になって、まいとす、９月の第２日曜日さ それが山形県の風物詩になって、毎年、９月の第２日曜日に

河原さおっきな日本一の大鍋ばつくて、ショベルカーでぐ～てやってどご 河原に大きな日本一の大鍋をしつらえて、ショベルカーでぐ～っとやっているところ

ニュースなんかでみだどきあっべっす。あれが日本一の"芋煮会"て言うんだ ニュースなどでご覧になったことがあると思います。あれが日本一の"芋煮会"と言います

正直ゆて、私、一回もまざたどぎないなよ 正直言って、私は一回も参加したことがありません

なしてがてゆうど、地域の芋煮会でいそがすくて なぜかと言うと、地域の芋煮会で忙しいので

ほだな大っきなイベントさ、いぐ暇ね～な そのような大きなイベントに行っている暇がないのです

で、みんなして河原で芋煮会やって、「えや～、こどすなんたっけや～」 それで、みんなで河原で芋煮会をして、「いやぁ、今年どんなことがあったっけな」

「子どもだなんたや？かんだや？」ってゆうはなすして 「子どもたちはどうしている？何をしているの？」なんて会話をしながら

お酒飲んで一日過ごすのが、河原でやる芋煮会 お酒を飲んで、一日かけて河原で行うのが芋煮会

それが秋になっどよ、９月１０月てゆうど、いっぱいあっつこっつでするんだげっとん それが秋になると、９月１０月には、たくさんあちこちで行われ

それが山形県の芋煮会、風物詩になってるんです それが山形県の芋煮会ということで、風物詩になっているんです

芋子汁の作り方 2:42 んだら、さっそぐ芋煮ばつくていぐべがねっす では早速、芋煮を作っていきましょう！

私、今日参考にすんのは、むらやますで出した 私が今日参考にするのは、村山市で出した

この『あずだす』ていう郷土料理の本あるんだっす この『あずだす』という郷土料理の本があるんです

ほの郷土料理の本からばっすえしてつくていぐだいど思います この郷土料理の本から抜粋して作っていきたいと思います

んだげっとん、この通りつくてねよ。適当です でも、この通り作るわけではありません。適当です

なえだてなれ、そどで作る食材だもの～、ほだな、いずいずはがてすねべした なんといっても、外で作る食材ですから、そんなのいちいち計っていられませんね

あずみして「あ！ええな♪」ておもたら、それで結構です 味見をして「あ！いいな♪」と思ったら、それで結構です

みなさんのおぐぢさ合うように、あづつけしてければ、ほんでええな～、と私は思います みなさんのお口に合うように、味付けをしていただければ、それでOK、と私は思います

では、つくていぐがら。まず材料です では、作っていきます。まず材料です

芋子、こうしてスーパーさ売っているべ。この芋子で十分なんだっす 里芋、こんなふうにスーパーで売っています。この里芋で十分です

で、６人前で７００gてあっけんとんも、２袋作って大勢で食うのもいいし、 それで、６人前７００gと書いてあるんですが、２袋作って大勢で食べるのも良いし

１袋で２～３人で食うのもいいし、その辺はやんばいしてけらっしゃいっす １袋で２～３人で食べるのもいいし、その辺は良いようにしてください

次にごぼう。ごぼうも２００gていうど、これ２本分ぐらいなんだげっとんも 次にごぼう。ごぼうも２００gとありますが、これで２本分ぐらいですが

今日作るお鍋、３０cmぐらいがな？３０cmぐらいの鍋だったら 今日作るお鍋、３０cmくらいかな？３０cmぐらいの鍋でしたら

ごぼうもひどづぐらいで、私は十分だど思うっす ごぼうも１本くらいで、私は十分だと思います

で、こんにゃくふたっつ。にんまいっていうげっとんも、まぁ、すぎずぎあっべがらって そして、こんにゃく２つ。２枚とあるんですが、まあ好き好きあると思いますので

いぢまいでもええす、にんまいでもええす。人数さあわしぇでつくてけらっしゃい １枚でも良いし、２枚でも良いし。人数に合わせて作ってください

で、私、きのごすぎでよう～。この『あずだす』の分量はよ それで、私、きのこが好きなんです。この『あずだす』の分量には

ひどづて書いであんだげっとんも、今日はふたっつ使います。こういうふうに適当なんだ １つと書いてあるんですが、今日は２つ使います。こんなふうに適当なんです

4:32 こさぎゅうにぐあっべっす。山形ていったら山形牛。山形牛を３００g使います ここに牛肉があります。山形と言ったら山形牛。山形牛を３００g使います

ぎゅうにぐすぎな人はいっぱえへれればいいし～ 牛肉が好きな方は、たくさん入れても良いです

ただ、いっぱえへれっどぎは、ばらにぐよりも、切り出しどが でも、たくさん入れる時は、バラ肉よりも、切り出しとか

脂身の少ないどごばつかた方があぶらこぐなくてええな～と思う 脂身の少ないところを使った方が、脂っこくなくて良いかと思います

その辺は適当にお願いします その辺は適当にお願いします

あとは、調味料はお醤油、お酒、おさどうを使います あとは、調味料はお醤油、お酒、お砂糖を使います

まず、大事なのはさどう。山盛りひとづまぶしておぐのよはっす まず、大事なのはお砂糖。山盛り１つをまぶしておきます

なしてが～てゆうど、まぶしておいだ方がにぐ柔らがぐなっべっす どうしてかというと、まぶしておいた方が肉が柔らかくなるからです

で、そどですっどぎもながですっどぎも、作る人様々なんだげっとんも それに、外で作る時も(家の)中で作る時も、作る人によって様々ですが

私はこうやってまぶしては、最後に牛肉入れんのがすぎなんだっす 私はこうやってまぶしておいて、最後に牛肉を入れるのが好きなんです

最初にすき焼きみだいによ、だ～ってやって煮込む人もいだっす 最初にすき焼きみたいに、(炒めて)煮込む方もいます

んだげっとん、煮込むどにぐってかっだぐなっべした でも、煮込むと肉って硬くなるでしょ

んだがら、最後に私はこやってまぶしておいで だから、最後に私はこうしてまぶしておいて

これもさっきゆたさどうの分量さはえてっからは これもさっき言った砂糖の分量に入っているので

あどでさどうばたすごどもないので、こやで最初にまぶしておぐど、ええど思うっす 後で砂糖を足すこともないので、こうして最初にまぶしておくと良いと思うんです

5:59 んだら、さどいもこうやって洗いました。こうやってこうえだんでだどごあっべした では、里芋をこうして洗いました。こんなふうに傷んでいるところがあったりします

このえだんでだどごばとってけだ方が、みようもくぢあだりもえので この傷んでいるところを取った方が、見栄えも口当たりも良いので

こうやってちぇっと一皮むいでけっど、柔らかくなる こうしてちょっと一皮剥いておくことで、柔らかくなります

このまんまにっどよ、なしてだがよ、歯ざわりわりーなよね このままだと、なぜかわかりませんが歯ざわりが悪いんですね
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山形 村山弁で作る 芋子汁

【芋子汁①】 んだがら、味も染みにぐいし、ちぇっとこうやってささ～っと ですから、味も染みにくいので、ちょっとこうしてささっと(ひと手間)

芋子汁の作り方 いだんでだどごどが、さきっぽどがむいでけっど、あどでくいがだも 傷んでいるところとか、先の方を剥いてあげると、後で食べる時に

うま～ぐでぎっど思うんだなっす 美味しく出来上がると思います

最初、こうしてむいだがらきれいになたべした 最初にこうして剥いたのできれいになりましたね

きれいになたらば、ひどぐぢだいさ こうやって きれいになったら、一口大にこうやって(切ります)

たまにちちゃこいなあんなはこのまんま、こうやって半分ぐらいにしていきます たまに小さいのがありますがそのまま、こうやって半分くらいにしていきます

いま、ごんぼ洗って、今度これさ ささがきにします 今ごぼうを洗って、今度はこれをささがきにしていきます

こんなふうにアバウトでええっす。んな一生懸命うすぐなんていわねで こんなふうにアバウトで大丈夫です。そんなに一生懸命薄くしないで

歯ごだえあるようにうまいように、食ってみでごぼうが主張するぐらい 歯ごたえがあるよう美味しいように、食べた時にごぼうが主張するくらい

こうやって、あっづくむいで大丈夫だっす こうやって厚く剥いて大丈夫です

7:23 こんにゃくもこうやってふぐろがら出して、ちぇっと洗います こんにゃくもこうして袋から出して、ちょっと洗います

味染みいいように、ずぐずぐどこうやって刺していぎます 味染みが良いように、ザクザクとこうして(箸で)刺していきます

こえず 子どもさ さしぇっど おもしゃぐてすんのよ～。うらおもでな。にんまいともします これを子どもにさせると面白くてやってくれます。裏表２枚ともやります

んで、ずぐずぐ刺しておわたら、手でつきてんぐのよ。ひとぐづだいぐらいずづ そして、ザクザク刺し終わったら、手でちぎっていきます。一口大くらいずつ

かたづはどうでもええっす。自分でおやゆびへっでって ぎゅっと！ 形はどうでも良いです。自分の親指を入れて、ぎゅっと！(ちぎる）

何かやんだごどよりも、たのしいごと思いうがべながら 何かイヤなことよりも、楽しいことを思い浮かべながら

「いや～楽しかったな～」て、こうしてつぎていぐど 「いや～楽しかったな」と、こうしてちぎっていくと

味も染みで、うま～い芋子なんなったなね～。こうやってこっつもつぎていぎます 味も染みて、美味しい芋子汁になります。こうしてこちら(２枚目)もちぎっていきます

ほしたら、このきのごね、きのご ふぐろがら出したら、ちょっと半分 そうしたら、このきのこ、きのこを袋から出したら、ちょっと半分

四分の一ぐらいにして、いすづぎ取っていぐべっす。んで、ばらすておぎます 四分の一くらいにして、石づきを取っていきます。そして、ばらしておきます

ばらすながら入れる人もいるんだげっとんもよ、みなこうしてよは～いづどげに ばらしながら入れる人もいますが、すべてこんなふうに一度に

ばらしておぐどよは、あどで入れるばんだべした ばらしておけば、後で入れるだけです

今回ふたっつ使うげっとんも「多いな～」とゆう人は１袋でいいし 今回２袋を使いますが「多いな」と思う方は、１袋で結構です

このほがに、じぇいたくだげっとんもまいたげどが この他に、贅沢ですが舞茸とか

あど、ぶなすめずどが 何でもええんだっす。入れでけらっしゃいなす あと、ぶなしめじとか、何でも結構です。入れてみてください

ねぎも３本用意したげっとんも、２本でええど思います ねぎも３本用意しましたが、２本で良いと思います

２本ば斜め切り。大体３cmぐらいの斜め切りで、ざぐざぐど切ってってけらっしゃいっす ２本を斜め切り。大体３cmぐらいの斜め切りで、ざくざくと切っていってください

この青い部分もやわらがいけごったら、つかてけらっしゃいな この青い部分も、柔らかい場合使ってください

今日もてきたなはよ、えでつくた ねぎだがらて、やわらがいのよ 今日持ってきたのは自宅で作ったねぎなので、柔らかいんです

んで、いぇろのアクセントにもなっからてよ、青いどごもつかてけらっしゃいなす それに色のアクセントにもなるので、青い部分も使ってくださいね

スーパーで売ってんな、かっだいどぎあっべ スーパーで売っているものは、硬い時があると思います

ほんどぎはしょうがないげっとん、さよならしてもらてええったんね その時は仕方ないので、捨ててくださって結構です

はい、これぐらいに切っておいてください はい、これぐらいに切っておいてください

9:54 んだら、今から芋子にでいぎます それでは、今から芋子(汁)を煮ていきます

芋子、こんにゃく、ごんぼ 入れで、入れだら水 里芋、こんにゃく、ごぼうを入れて、入れたらお水

大体んだにゃ、だぁ～っと入れだら２ℓだけっす。２ℓ入れで、火 点ける 大体そうですね、入れてみたら約２ℓでした。２ℓ入れたら、火を点けます

こんどぎにはもう、ほんだすようしたんだげっとも、ほんだす すこすへっでけらっしゃいは この時にはもう、ほんだしを用意したんですが、ほんだしを少し入れてください

ってゆうのは、すこす塩分あった方が、ぶぁ~っとふきこぼんなえなよ というのは、少し塩分があった方が、吹きこぼれがしにくいんです

これぐらい。ただ、あんきしてみでっど、大丈夫だべ～だなておもてっど これくらい(大さじ山盛り１)ただ、安心して見ていると、大丈夫だろうなんて思っていると

ぶぁ～っとくっからって、とぎどぎみでけらっしゃいなっす 吹きこぼれるので、時々見てくださいね

んで、蓋閉めます。大体これで５分ぐらいしたら一回あげでみでけらっしゃい そうしたら、蓋を閉めます。大体これで５分くらいしたら、一度開けて見てください

で、ぶぁ~っとなてねけごったらそのまんま それでブァ～っとなっていなければそのまま

また様子見ながら、火入れでけらっしゃいなっす また様子を見ながら、火を入れていってください

【芋子汁②】 0:07 んだら今から、災害でも役立つパッククッキングで それでは今から、災害でも役に立つ"パッククッキング"で

焼かないオムレツ 『焼かないオムレツ』を作っていきたいと思います 『焼かないオムレツ』を作っていきたいと思います

の作り方 使うのは、この半透明なビニールぶぐろ。オムレツなので、卵、マヨネーズとしょ 使うのは、この半透明なビニール袋。オムレツなので、卵、マヨネーズと塩

卵２つを割りほぐしていきます。皿も何も使わない、この中で全部完結す 卵２つを割りほぐしていきます。皿も何も使わない、この中で全部完結させます

マヨネーズは、災害んどぎなんて何にもないべ？ マヨネーズは、災害の時なんて何もないですよね？

んだがら、目分量。大体大さじ１てあっけっとも、長年の感でこれぐらいだな ですから、目分量です。大体大さじ１とありますが、長年の感でこれぐらいかな

マヨネーズすぎな人はいっぱいへっでけっど、ふわっふわになる マヨネーズが好きな方は、いっぱい入れるとふわっふわになります

塩は小さじ少々ってかいであっけっとんも、手のひらさへっでえ、これぐらいがな？ 塩は小さじ少々と書いてありますが、手のひらに入れて、これぐらいかな？

あどは袋んながで、がえろがえろまじぇるだけ あとは袋の中で、ガラガラと混ぜるだけ

子どもさんいだどぎはなぇ、子どもさんさ、やぶがねようにさへで お子さんがいる場合は、お子さんが破かないようにして

こして、がえろがえろかましてけろな～って こうやってガラガラとかき混ぜてちょうだいねと

こうしてやさすぐ、やさすぐ、まぜで合わせでいぐ こうして優しく、やさしく、混ぜ合わせていきます

んで、あんまりまざらねみでみえっべ？んだげっとも、大丈夫 そして、あまり混ざっていないように見えるかもしれませんが、それでも大丈夫

湯煎さかげっど、ふわっふわってなるんだっす 湯煎にかけると、ふわっふわっとなるんです

んで、大体これぐらい、そんなに気にすねで そして、大体これぐらいになったら、そんなに気にしないで

下の方がらず～っと空気抜いでいぐ 下の方から、ず～っと空気を抜いていきます

なして空気抜ぐが～てゆうど、湯銭するもんだがら、空気はいってっど、ういでくんのよ なぜ空気を抜くかというと、湯煎にかけた時に空気が入っていると、浮いてくるんです

で、なるべぐ根もどの方で、かだぢととのえながらなぇ、空気抜いでってけらっしゃい なので、なるべく根元の方で形を整えながら、空気を抜いていってください

こんなふうに空気抜いで、茶巾みだいになる こんなふうに空気を抜いて、茶巾のようになります

それをお湯沸いだら。まだだけ～ちぇっとまっででけらっしゃいな それをお湯が沸いたら。まだでした～ちょっと待っててくださいね

ほのうづ、こうやってぶぐぶぐなてきたべ そのうちに、こんなふうにブクブクなってきました

弱めで、あぐ取ってこのまんま、煮ででけらっしゃいなす (火を)弱めて、灰汁を取ってこのまま、煮ていてください

ぶぐぶぐなてきたどごさ、分量の半分、大体、分量は１５０ccてゆうげっとんも ブクブクとなってきたところに、分量の半分、大体、分量は１５０ccとありますが



内容 時間 山形弁（村山弁） 共通語

山形 村山弁で作る 芋子汁

【芋子汁②】 ７０ccぐらいの醤油へっで、まだぐずぐずどにででけらっしゃいなっす ７０ccぐらいの醤油を入れて、またぐつぐつと煮ておいてください

焼かないオムレツ 3:10 沸いできたので、鍋そごさくっつぐど、とげっど悪いがらって皿入れんのよっす 沸いてきたので、鍋底に付いて(ビニールが)溶けるといけませんのでお皿を入れるんです

の作り方 皿入れで、入れる。入れて、んだな～、ずっぷんくらいででぎっかな？ 皿を入れて、(卵袋を)入れる。入れてそうですね、１０分くらいでできるかな?

はい、でぎるまで待ってでけらっしゃいなっす はい、できるまで待っていてくださいね

ずっぷんたったがらって、あげでみるなっす １０分経ったので、(お湯から)上げてみますね

災害んとぎだど、皿も汚すだぐないべっした 災害の時などは、お皿も汚したくないですよね

んだけごったら、こうやって、ぴっと切っては～ そういう時はこうやって、ピッと(袋を)切って

このまんまだしぇばいいし、ながはんじゅぐでうまそうだ、ほりゃ このまま出せば良いし、中が半熟で美味しそうですよ、ほら

んで、こえさケチャップどがのせれば、子どもさんだ、うまくて食うよっす これにケチャップなどを載せれば、お子さんなどは美味しくて召し上がりますよ

いっかい作ってみでけらっしゃいっす 一度作ってみてくださいね

白菜の甘酢漬け 4:00 まず、白菜の甘酢漬けばつくっていぐがらって、みででけらっしゃいなす まず、白菜の甘酢漬けを作っていきますので、見ていてくださいね

の作り方 用意するのは白菜、あど輪切りのとうがらす、ㇲしょ、あと酢です 用意するのは白菜、あと輪切りの唐辛子、塩、あと酢です

分量はここに書いでありますように、白菜、一応５００gてなっけっとんも 分量はここに書いてありますように、白菜、一応５００gとなっていますが

４枚がら８枚ぐらい、私、大体１回で使うんだっす ４枚から８枚くらい、私は大体１回で使います

塩は大さじ１.５です。あと生姜ですけれども、千切り２０g 塩は大さじ１.５です。あと生姜ですが、千切り２０g

唐辛子は適当に。適当にっていうがな、あんまりからえな苦手な人は２、３枚 唐辛子は適当に。適当にというか、あまり辛いのが苦手な方は２、３枚

ぱらぱらってへれればいいし、辛いなすぎだな～ってゆう人は パラパラっと入れれば良いし、辛いのが好きだなという方は

倍ぐらいへれれば、辛～ぐなってうまぐなるっす 倍くらい入れれば、辛くなって美味しくなります

では、つぐっていぐがっす では、作っていきましょう

白菜こうやって、いぢまいずづはがしていぐべっす。で、洗いました 白菜をこうして、１枚ずつ剥がしていきます。で、洗いました

大体これぐらいおっきいど、４枚ぐらいでいんねべがなっす 大体これくらい大きければ、４枚くらいで良いと思います

このすんだげ使うがらって、まずはすんを外していぎます この芯だけを使うので、まずは芯を外していきます

葉っぱの部分は、もったえないがら、あどでつかってけらっしゃいなっす 葉っぱの部分はもったいないので、後で使ってくださいね

んで、切ったらば、大体８cmぐらい、まぁ５cmがら８cm そして切りましたら、大体８cmくらい、まぁ５cmから８cm

そんなにきっつぐはがらねぐたっていいがらって、適当にこのぐらいずづ そんなにきちんと計らなくても良いので、適当にこのくらいずつ

大体このぐらい、５cmぐらいあっかな？ 大体このくらい、５cmくらいあるかな？

んで、切ったらば、大体１cmぐらいてゆうげっとんも そして切りましたら、大体１cmくらいと言いますが

うぢのばばちゃんなんかは、わりばすぐらいてゆうんだな うちのおばあちゃんは、“割り箸”くらいと言っています

わりばすぐらいずづ、こう細切りにしていぎます 割り箸くらいずつ、こんなふうに細切りにしていきます

まどめで、こんなふうにざっくざっくど切っていぐど まとめて、こんなふうにざっくざっくと切っていくんです

切ったらば、ボールさ入れで、塩、これも適当です 切りましたら、ボールに入れて、塩、これも適当です

大さじ１.５ぐらい。揉みます。んで、ちょっと置いといて 大さじ１.５くらい。揉みます。そして、ちょっと置いておきます

6:18 はい、調味料を作ります はい、調味料を作ります

さどうば、大体山盛りすっど1.5ぐらいなっからって、適当に 砂糖を大体山盛りにすると(大さじ)1.5くらいになりますので、適当に

酢は、私よ、酸っぱいなすぎでよ～ 酢は、私は酸っぱいのが好きなんです

いづも酸っぱいっていわれるんだげっとんよ～、大さじ２ぐらいするんだっす いつも酸っぱいと言われるんですが、大さじ２杯くらいにしています

んで、かえずば、甘酢作っておぐのす。溶かします そして、こうして甘酢たれを作っておきます。(火にかけて)溶かします

すぐとげっがらって。ちぇっとこうやって、くつくつゆってきたらよ、いいんだは～ すぐに溶けてきます。ちょっとこんなふうに、クツクツしてきたら(火を止めて)大丈夫

ＯＫで～す、止めで ＯＫです、(火を)止めて

こっちさ、大体しんなりなってきたべ。つゆでできたべっす こちらに、大体(白菜が)しんなりとしてきました。汁が出てきたでしょう

はえずば、ぎっつぐすぼんの。ぎっつぐすぼって それをきつく絞るんです。きつく絞って

で、かえずばかげでおぎます。まぶしておぎます そして、これをかけておきます。まぶしておきます

まぶしたなさ、今度、ごま油とサラダ油てこう、こめこにしました まぶしたものに、今度はごま油とサラダ油とありますが、こめ油にしました

こめこばおおしゃずいちずづしてけらっしゃいな。からみのね、唐辛子 こめ油を大さじ1杯ずつ入れてください。これに、辛みの唐辛子

このぐれえへっどぐべがねっす このくらい入れておきましょう

その前にちぇっと生姜。千切り生姜はひとかげてゆうげっとんも その前にちょっと生姜。千切り生姜はひとかけとありますが

約これぐらい２０g。こんなふうに細切りにしておぎます 約これくらい２０g。こんなふうに細切りにしておきます

そしてぱらぱらって、さっきの酢あえだ白菜さ入れでおぎます そしてぱらぱらっと、先ほど酢であえた白菜に入れておきます

で、こっからメインイベントです そして、ここからメインイベントです

この油がじゅーじゅーゆってくっべっす。煙出るぐらえ、がんがんあっつぐしていぐ この油がジュージューとしてきますので、煙が出るくらい、ガンガン熱くします

これぐらいぐつぐつなってきたらば、止めで。こういう音してけっど、いいんだっす これくらいぐつぐつになってきたら、(火を)止めて。こういう音がしていますが大丈夫です

で、かえずばあえで、冷蔵庫さ、いづづかんからにつかんぐらいおいででけっど そして、これをあえて、冷蔵庫に、１時間から２時間くらい置いておくと

なづんでうんまぐなんのよ～。ぜひ、試してけらっしゃい。はい、出来上がり 馴染んで美味しくなるんです。ぜひ、試してみてください。はい、出来上がり

芋子汁の作り方 9:19 はい、大体さんずっぷんぐらい経った～ はい、大体３０分ほど経ちました

こうやって箸を刺して芋子さ刺すぐなったべっす こうして箸を刺して、芋子(里芋)に刺さるようになりましたね

んだら、こごさ、にぐを入れます。にぐばちゃらちゃら～て入れでいぎます そうしたら、ここに肉を入れます。肉をほぐしながら入れていきます

で、火強ぐして、ほごして半分ぐらい、すぐ、あがいなとれでくっべした そして、火を強くして、(肉を)ほぐして半分くらい、すぐに赤くなくなります

あどはもう、ねぎもきのごも一緒に、だぁ～とへっで あとはもう、ねぎもきのこも一緒に、ダァ～っと入れて

味付けのおさけ、大体これで普通のしゃぐしよりもちっちゃいげっとんも、これで１００ccです 味付けのお酒を、大体これで普通のおたまよりも小さいですが、これで１００ccです

なので、２つぐらいへっでみます ですので、２杯ほど入れてみます

で、さっき半分しかへんないけえ醤油、残り半分、これぐらい そして、先ほど半分しか入れていない醤油、残り半分、これくらい

で、沸騰してきたら味見して、もし、たんなえげば、塩どが そして、沸騰してきたら味見をして、もし(味が)足りなかったら、塩など

あんまり醤油へれっどよ、黒ぐなってうまそぐねのよ あまり醤油を入れると、色が黒くなって美味しそうでなくなります

んだがら、あどの味付けは醤油よりも、しょばへっだほうが ですので、あとの味付けは、醤油よりもお塩を入れた方が

私はうまそうに見えるど思います 私は美味しそうに見えると思います

はい、でぎだどで、火止めだどごです はい、できたので、火を止めたところです



内容 時間 山形弁（村山弁） 共通語

山形 村山弁で作る 芋子汁

【芋子汁②】 緑はいっどちがうべっす。盛ってみっぺす、ふわふわてうまそうだ 緑が入ると違うでしょう。盛ってみましょう、フワフワして美味しそう

はい、完成です はい、完成です

最後に 10:59 こうやって、家族で鍋かごむど、今からあったがぐていいがらって こうして、家族で鍋を囲むと、今から温かくて良いので

いっかいつくってみでけらっしゃいっす 一度作ってみてください

んだど、こごろもからだもぽっかぽか～てなって、あったがい冬ば 過ごしてけらっしゃいす そうして、心も体もぽっかぽかとなって、温かい冬を過ごしてくださいね

以上、芋煮の作り方でした。ありがどさまでした～ 以上、芋煮の作り方でした。ありがとうございました


