
４月４日(土）晴れ、いよいよ桜が満開になって来ました。作業する服装
もずいぶん薄着になり、確かな季節の移り変わりを実感出来ます。野菜
にしても都会では収穫された野菜の姿しか見えませんが、実際は種蒔き

がされたり、力ずよく芽吹いたり、綺麗な花が咲いたりしています。　
そんなピアザエコファームの風景を少しでも感じて頂けたら幸いです。 

京都議定書の話 
環境問題を語る上で必ず出てくるのが、温室効果ガス　二酸化炭素です。京都議定書で決められたのは、１９９０年の基準
値より、２００８年から２０１２年までの目標達成期間の排出量平均値で６%削減（先進国平均５．２％）を達成する事が義務
づけられています。２００５年の時点で逆に７．８％上回ってしまっている事を考えると、これから厳しい対応に迫られそうで
す。そこで登場するのが京都メカニズムです。二酸化炭素の排出量や削減枠などを売買する仕組みです。特に排出量取
引やクリーン開発メカニズム　共同実施は一般におりてくる制度なのではないかと思います。これから先、CO2削減はもっ
と身近な取組になると思います。日本国に削減義務が生じている以上、国民にも義務が自然に生じており、一般のレベル
でも二酸化炭素排出枠が設定される日はそう遠くないのでは。そして、二酸化炭素排出枠が売れ筋商品になるかも！何に
しても自分がどれくらい二酸化炭素を出しているのか分からないと話になりません。ちなみに国民一人当り1日平均で約６
kgの二酸化炭素を排出しているそうです。そして、一人一日１ｋｇの削減が目標になっています。さて、何からやりますか？
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京菜の途中経過 
京菜が順調に育っていま
す。冷え性、利尿、便通、
浄血に効果があるとされて
います。海外には見られな
い菜類で、日本キャベツの
意味の語が学名になって
いるのだそうです。

原宿生まれ 
ピザエコファーム育ち

のナスの苗 
原宿で芽吹いたナスの苗が
エコファームで元氣に育って
います。茎の色や葉の色に
も紫色が入り、もうじきビ
ニールハウスを卒業です。

ジャガイモの途中経過 
果樹園に植えたジャガイモ
に芽が続々と出ています。
色々なジャガイモが植わっ
てるので、芽を見ると微妙に
色が違っています。それぞ
れに特徴があって、厳密に
は使い方も違います。

絹さやも満開 
今、桜が満開ですが、絹さ
やも負けずに満開になっ
ています。花を採ってしま
うと実が生らないので取れ
ないのですが、飾れない
のがもったいない程綺麗
な薄紫の花が咲きます。

ピアザ　エコファームに桜の季節が到来しています。何と言って
も桜は日本の国花であり、日本人には特別な思いがあるように
感じます。一年の内わずか１，２週間しか咲かない花を国花と
決める粋さが結構氣にいってます。左の写真はジャガイモコン
ペの場所を写した物です。今後、ジャガイモが育ち緑で埋め尽
くされる事でしょう。右の写真は果樹園にある山桜の名木です。
現在、見どころを迎えています。山桜なので花と葉が同時に出
てきます。個人的には山桜の方が好きです。

写真はピアザエコファームの竹林です。今、竹の子の季節
を迎えつつあります。これから竹の子掘り等、イベントが予
定されています。今年はどれ位、自然の恵「筍」が収穫され
るか請うご期待です。竹は成長が早く、タケノコとしておい
しく食べられる時期はとても短いです。漢字の「筍」は10日
間を意味する「旬」から来ていると言う説もあるそうです。又、
分類が「イネ科」と書いてある事にもびっくりしました。



４月１２日(日）曇りのち晴れ。ピアザエコファームでは、筍掘りのイベ
ントが開催されました。今年は筍の出方が少し遅いようですが、参加者
の方々は熱心に筍を探していました。桜の花の桜色と若葉の緑、木肌の

茶色の組み合わせがとても素敵で、そこに初夏を思わせるような温かさ
と竹林を吹き抜ける爽やかな風が揃うと何とも言えない氣分になります 

生産投入エネルギー量の話 
現代、「この野菜の旬は？」と聞いてもなかなか答えるのが難しい時代です。なぜなら、主要野菜はスーパーに行けば季節
を問わず、いつでも購入する事が出来るからです。しかし、野菜には旬があります。簡単に言うと、ビニールハウス等で光・
温度調節をしたりせず、自然のまま、畑で雨露に当て成育させられる時期が旬なのです。すなわち【露地栽培】ですね。 
【社団法人　資源協会】が出した面白い資料を紹介します。キュウリ１ｋｇを生産するのにどれ位のエネルギーを使用したか
を表した物です。ここでは【露地　旬・夏秋どりキュウリ】１ｋｇと【ハウス加温　冬春どりキュウリ１ｋｇ】の生産投入エネルギー
量を紹介しています。【露地・旬夏秋どりキュウリ１ｋｇ】が９９６kcalで生産されるのに対して、【ハウス加温・冬春どりキュウ
リ１ｋｇ】は何と５０５４kcalもかかります。キュウリに季節を勘違いさせる為の光熱動力に約３８４０kcalものエネルギーを使
用し、栽培しているのです。確かに、春冬もキュウリを食べたいなと思いますが、この資料を見ると【ウ~ン】と考えてしまい
ます。旬の野菜は栄養価が高く、美味しくて価格も安い事が多いです。ところで今、旬を迎えている野菜って何でしたっけ？
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レモンバーム 
和名はセイヨウヤマハッカ。
ハーブとして利用されてい
ます。葉はレモンに似た香
りがします。虫刺され、切
り傷などに貼るなど、手軽
に使える薬草でもあります。
今度試します。

空豆が満開 
野菜の花が満開です。写真
は空豆の花です。初夏の青
空に向かって莢が上に向
かってまっすぐに伸びるの
で、「ソラマメ（空豆）」という
名前が付けられたと言われ
ているそうです。

キャベツの結球 
キャベツが結球してきました
結球するタイプの野菜は全
部結球すると思っていまし
たが、出来が悪いと、巻か
ない物もあるんです。そう見
ると結球しただけで何だかう
れしくなってきますね。

ニンニク 
茎の根本が大変太くなって
きました。ニンニクの実は
収穫前１，２週間で急激に
大きくなるそうです。茎だ
け見ているともう収穫出来
そうですが、もうちょっとの
我慢です。

ピアザ　エコファームでは今回【筍掘りイベント】が開催されまし
た。左写真奥の竹林等で筍が収穫されました。右写真が収穫
された筍のお披露目です。今年は筍の出が遅れているそうで
すが、お客様達の頑張りで、たくさんの筍が収穫されました。　　
春は自然からの恵がたくさん収穫されます。自然は驚くほどた
くさんの恵を与えてくれています。たらの芽　蕗の薹　筍　木の
芽　等々。こんな豊かな自然がまだ身近にある事に感謝し、未
来につなげて行かなくてはなりませんね。

もうすぐ収穫　新玉葱 
写真は玉葱の成長状況です。皆さんは玉葱がどのように
出来ているかご存知でしたか？根本が大きくふくれて外見
からも玉葱が大きく育ってきたのが分かります。この時季
取れた玉葱は新玉葱と呼ばれ、とても柔らかく、甘味があ
り、水分が豊富です。もうすぐ収穫ですね。店舗ではサラダ
やフライ等、色々なメニューで登場します。お楽しみに！！



 

４月１８日・２５日(土）今、竹林では至る所に筍が顔を出し始めていま
す。筍は日に当たるとエグミがでる為、出来るだけ地表面に出ていない
筍を探します。竹の落ち葉の盛り上がりや地面の盛り上がり等を丹念に
見て、筍の先端を見つけます。先端を見つけ彫り上げた時の達成感は格
別です。店舗で是非、旬の味をお楽しみ下さい。

温室効果ガスの話
地球の表面は大気が取り巻いています。地球に届いた太陽光は地表での反射や輻射熱として最終的に宇宙に放出されま
すが、大気が存在する事で、急激な気温の変化が緩和されています。大気中の二酸化炭素は0.03％と量はわずかです
が、地表面から放射される熱を吸収し、地表面に再放射することで、地球の平均気温を摂氏15度程度に保つのに大きく役
立っているそうです。こうした気体を温室効果ガスと呼んでいます。18世紀後半頃から、人類は石炭や石油などを大量に
消費するようになり、大気中の二酸化炭素の量は200年前と比べ35％程増加しました。このまま同じような活動を続ける
と、21世紀末には二酸化炭素濃度は現在の2倍以上になり、地球の平均気温は今後も上昇すると予測されています。温
室効果ガスには、二酸化炭素の他、メタンやフロンなど６種類ありますが、とりわけフロンなどの人工の化学物質は二酸化
炭素より温室効果が強く、わずかな量でもその影響が心配されています。温暖化の悪影響としては、砂漠化の進展や氷
原・氷床の減少、食糧生産、海岸の浸食、生物種の減少　等。地球規模で真剣に考えなければならない問題なんですね。
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ジャガイモコンペ
現在の状況

だいぶ芽が出てきました。
各事業本部ごとに植え方
が違うので芽の出方もず
いぶん違います。食品部
は今のところ少し出遅れて
います。

トウモロコシの苗
トウモロコシが芽を出しまし
た。発芽直前の２枚葉を見
ただけではなかなか見分け
がつきませんね。畑で大きく
育つ事でしょう。

サニーレタス
サニーレタスがたくさん収穫
されています。もちろん、ピ
アザエコファームは無農薬
での栽培ですから、当社の
サニーレタスは安心して召
し上がって頂けます。

新玉葱
現在収穫中です。身がと
てもジューシーで甘味が強
いです。辛味も少ない為、
オニオンスライスのサラダ
なども美味しいです。店舗
にて旬の新玉葱をお楽し
み下さい

筍が収穫されています
写真は左は現在筍がたくさん収穫されている竹林です。広
大な面積が有ります。筍の出方は日当たりの良い所から
次第に内部に進んで行くようです。右の写真は筍を掘って
いる所です。写真のようにほんの少し地表に顔を出したくら
いの筍が美味しいそうです。まだまだたくさんの筍が収穫さ
れそうです。是非、旬の味をお楽しみ下さい。

ISO 14001 認証取得から５年が経過
隅田商事　ピアザグループは環境ISO14001を認証取得し
て５年が経ちました。もちろんピアザ・エコファームもその範
囲内に含まれ、さまざまな環境活動を行っています。レスト
ランで出る食品ゴミのリサイクルや温室効果ガスを吸収す
る森林の保全、環境に対する啓蒙活動や教育等々。自然
は多くの食材を提供してくれていますが、目に見えない大
切な物も、たくさん与えてくれているようです。



５月２日（土）快晴　本当に気持ちの良い日でした。世間では大型連休に
突入し、ラジオでは早朝から大渋滞のニュースが頻繁に流れていました。
気持ちのいい天気で収穫した新玉葱が太陽に照らされ喜んでいるように見

えました。エコファームでは香草類や絹さや・スナップエンドウ・レタス
類・新玉葱・筍・京菜　等々、たくさんの野菜が収穫されています。 

家庭からの二酸化炭素排出量の話 
温室効果ガス　二酸化炭素は至る所で排出されています。一番排出量が多い部門は産業部門やエネルギー転換部門で
すが、民生部門と言われるみなさんの家庭のさまざまなところからも二酸化炭素はたくさん排出されています。では【何処
から？】と言うと、照明・家電製品といった電気を使うところが一番多く、次に自動車、給湯、暖房の順で並んでいます。実
に【電気から】が全体の３８．４％もの比率を占めています。節電が大きく取り上げられているのも、【なっとく】と言った状況
です。冷房の温度を1℃高く、暖房の温度を1℃低く設定すると年間約33kgのCO2の削減。主電源を切り、待機電力を50%
削減すると年間約60kgのCO2の削減。テレビ番組を選び、1日1時間テレビ利用を減らすと年間約14kgのCO2の削減。身
の回りの小さなことから省エネを心がけ、私たちの生活を見直し、次世代に綺麗で住み心地の良い地球を残してあげたい
ですね。簡単に取り組める事もたくさんあり、以外に大きな効果があります。家計にも良い影響が出るかもしれませんよ。
環境問題は「シンク・グローバル、アクト・ローカル」です。できる事から始めてみては如何ですか。
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筍掘り 
左の写真は筍の芽を発見した時に写した写真です。竹の
枯れ葉をどかしたらほんの少し地上に顔を出していました
右の写真はもう一掘りという段階で撮影した物です。このく
らいの段階で掘った筍はエグミが少なく大変美味しいです。
茹でる時は糠とトウガラシを入れ茹でると美味しく茹で上が
りますよ。筍はもう少しの間収穫出来ると思います。旬の
自然の恵を食べ逃さないように注意して下さいね。

スナップエンドウ 
スナップエンドウがたくさん
収穫されています。アメリカ
から導入されたエンドウの
品種です。さやが柔らかくて、
さやごと食べることが出来ま
す。大変甘味が強くて美味
しい野菜ですよ。

アスパラの苗 
アスパラは大変人気の高
い野菜ですが苗を見た事
のある人は少ないと思い
ます。恥ずかしながら自分
も初めて見ました。どのよ
うにアスパラになって行く
のか目が離せません。

新玉葱が収穫されています 
写真は新玉葱の収穫風景と、干している所の写真です。今
年の玉葱は本当に良く出来ました。実がまるまると太り、張
り艶とも申し分ない出来だと思います。それに何と言っても
何の薬も使っていない大変安全な玉葱です。玉葱はホント
何にでも入っていると言っていいくらい使用頻度が高い野
菜です。店舗で色々な形で登場しますのでお楽しみに！

隅田商事は今年、創業６０周年を迎えます。 
隅田商事は今年で創業６０周年を迎えます。これも一重に
皆様からのご愛顧の賜物と厚く御礼申し上げます。これか
らも社の企業理念である「人々の幸せの創造」を念頭に置
き、努力し、皆様により一層可愛がって頂ける店舗作りを
勧めて参ります。どうぞこれからも変わらぬご愛顧の程、よ
ろしくお願い申し上げます。これからピアザ・エコファームは
収穫の最盛期に入ります。自慢の野菜達が店舗で続々登
場しますので、是非ご賞味下さい。



５月９日（土）快晴　ピアザ・エコファームは【今は夏か】と思うような
大変暑い一日でした。畑では豆類やレタス類、ブロッコリーなど大変多く
の収穫があります。強い日差しを一杯に浴びた野菜達は栄養素がたっぷり

入っているように見えます。山の風景や畑の緑も一段と濃さを増し、季節
が移り変わっているんだなと実感出来ます。 

新型インフルエンザの話 
新型インフルエンザウイルスとは、動物のインフルエンザウイルスが、人の体内で増えることができるように変化し、人から
人へと容易に感染できるようになったもので、このウイルスが感染して起こる疾患を新型インフルエンザといいます。 
今般、メキシコや米国等で確認された豚インフルエンザ（H1N1）は新型インフルエンザ等感染症に位置づけられました。症
状としては季節性のインフルエンザに似て、熱・倦怠感・食欲不振・咳・鼻水・のどの痛み・吐き気・嘔吐や下痢等の症状を
発する事が有るそうです。我々飲食店が気になる所は【豚を食べると感染しますか？】や【感染拡大を防ぐには】等ですが、
豚インフルエンザは食品を通しては感染しないようです。又、ウイルスは中心温度７１度での調理により、他の細菌と同様
死滅するそうです。【厚生労働省ホームページ参考】　にしても、飲食店は色々な人が集う場所であり、メキシコで飲食店が
閉鎖されていたのも記憶に新しいところです。手洗いやアルコール消毒、食品に確実に火を入れるなど対策を徹底し、感
染拡大に少しでもストップをかけられるよう努力し、取り組んで参ります。
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ナスの苗 
畑にデビューしました。茎
がはっきりと紫色になって
いてしっかりした苗です。
今は添え木に支えてもらっ
ていますが、これから大き
く育って、たくさんのナスを
実らせてくれる事でしょう。

空豆 
空豆がもうじき収穫です。空
に向って元氣に実を実らせ
ています。空豆の名前の由
来をあらためて実感しました。
外観ではしっかりと実が入っ
ているように見えます。もう
少しの辛抱ですね。

ブロッコリー 
ブロッコリーがたくさん収
穫されました。この時期に
こんなに立派なブロッコ
リーが出来る事は珍しく、
大変貴重な物らしいです。
近くの農家の方もびっくり
していました。店舗にて！

長葱の苗の植え込み 
長葱の苗の植え込み作業の写真です。鍬で深く掘った溝
に長ねぎの苗を丁寧に一本ずつ立てて植えます。根に直
接当たらないように油かすを撒き、ワラを少量かぶせます。
そこに土を少しかぶせます。深く掘った溝で葱の白い部分
を増やし、ワラを敷く事によって収穫時に抜きやすくなるそ
うです。色々な所に知恵がちりばめられています。

隅田商事は今年、創業６０周年を迎えます。 
隅田商事は今年で創業６０周年を迎えます。これも一重に
皆様からのご愛顧の賜物と厚く御礼申し上げます。これか
らも社の企業理念である「人々の幸せの創造」を念頭に置
き、努力し、皆様により一層可愛がって頂ける店舗作りを
勧めて参ります。どうぞこれからも変わらぬご愛顧の程、よ
ろしくお願い申し上げます。これからピアザ・エコファームは
収穫の最盛期に入ります。自慢の野菜達が店舗で続々登
場しますので、是非ご賞味下さい。

トウモロコシの苗 
トウモロコシの苗が畑にデ
ビューしました。　名前は
【スイートコーン味来３９０】
一言でトウモロコシと言っ
ても色々な種類が有るん
だな勉強になりました。



５月３０日（土）曇り　沖縄が梅雨入りをし、関東もはっきりしないお天
気が続いています。野菜達にとっては恵みの雨です。いくらホースで水を
撒いても表面を濡らすだけですが、ひと雨降ると風景全体がしっとりと潤

います。到底雨には勝てません。自然の力はすごいなと感じる一コマです。
これからファームはしっとりとした梅雨の時季を迎えます。 

フードマイレージの話 
フードマイルという言葉は、イギリスのティム・ラング氏が、１９９４年に提唱した運動に由来します。具体的には、食料の生
産地から消費地までの距離に着目し、なるべく近くでとれた食料を食べることで、輸送に伴うエネルギーを出来るだけ減ら
し、環境への負荷を軽減しようという運動です。ご存知の通り、レストランやスーパーなどに並んでいる食材は、生産地から
何らかの手段で輸送されてきた食物です。食料自給率の低い日本は、多くの食料を輸入に頼っている為、フードマイレージ
は緒外国に比べ突出して高い数値にあります。今進められている【自給率アップ】や【地産地消】（地域で生産されたものを
地域で消費する）の意義を数値的に裏付けるものといえます。安全安心が求められる現代、安心安全の危ぶまれる食材を
たくさんのエネルギーを使って日本に輸入し消費する。この環境にも身体にも良くない事への矛盾を強く感じます。地元で
とれた旬の物を頂く、いわゆる【地産地消】。言葉の背景を感じる事で同じ言葉がもっと意味を強く持って響いてきます。現
代は日本の物だけを食べると言うのは不可能に近いと思いますが、意識する事が出来ただけでも大分違う気がします。
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オクラの苗 
畑にデビューしました。今
はちっちゃくて可愛いです
が、オクラはびっくりするほ
ど大きく立派に育ちます。
昨年は自分の身長ほど
あったような気がします。
花もとっても綺麗です。

レタス 
カゴから溢れんばかりに 
レタスが大豊作です。完全
無農薬での栽培なので、芯
がとても甘く、美味しいです。
店舗ではいつもよりサラダ
を増量して提供中なので、
是非この機会に！！！

サニーレタス 
サニーレタスがたくさん収
穫されました。写真は１２９
店　矢野店長が８輪車に
積み込み作業をしている
所です。この日のうちに、
エコファームカーで東京の
各店舗に配送されます。

巨大新玉葱 
新玉葱が収穫中です。今
年の玉葱は本当によく出
来ています。大きさを見て
下さい。比較対象は２４１
店　廣井社員の顔です。是
非、実際の大きさを２４１店
で確認して下さい。

里芋 
里芋が畑に登場です。葉っ
ぱの上に雨の滴がきらきら
しています。小さい頃よく傘
にして遊んだ事を思い出し
ました。今はちっちゃくて可
愛いですが、収穫まじかに
は傘代わりになるくらい成長
する事でしょう

ジャガイモの途中経過 
ジャガイモの葉っぱがえら
い事になってきました。一
面のジャガイモの葉っぱで
す。写真は不動産事業本
部のジャガイモです。食品
事業本部は今年はよくあり
ません。６月２７日には収
穫祭が計画されています。

ISO 14001 
以前にも紹介させて頂きましたが、当社は環境に関する国
際規格ISO14001を認証取得しています。 ISO14001とは
【社長の定めた環境方針を全従業員で達成する為のシステ
ムに関する国際規格】です。私たちの経済活動は必ず環境
に何らかの影響をもたらしています。自分の業務活動と環
境の関わりについて理解し、一人一人の問題として考え、行
動出来る体制を日々構築しています。 
当社環境方針http://www.piazza.co.jp/environmental/

index.html 



６月６日（土）雨　関東は来週にも梅雨入りしそうです。生憎の雨ですが
雨の日は雨の日のよさがあります。今、エコファームではレタス達や香草、
玉葱、ニンニクとたくさんの野菜が収穫されています。山の色が季節によ

り多彩に色を変えるように、畑の色も多彩に変化していきます。四季のあ
る日本ならではの風景だなと再認識しました。 
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サニーレタス・レタス 
葉物が大豊作です。一枚
一枚の葉も大変しっかりし
ていて、甘味も強いです。
無農薬の葉物は本当に貴
重な存在です。レタスは少
し変色が早いですが、自
然のままだからこそです。

ジャンボニンニク 
見て下さい！でかいです！ 
左はホワイト六片、右はジャ
ンボニンニクです。巨大です。
比較したホワイト六片も素
晴らしい出来ですが、大きさ
ではジャンボニンニクに軍
配が上がりました

香草達 
香草がたくさん育ってきま
した。苗用のハウスの中で
紹介した香草達です。奥
はレモンバーム　真ん中が
タイム、写っていないです
が左にディール、手前には
バジルがあります。

バジル 
香草でおなじみのバジル
が出来始めました。バジル
は皆さん大好きな香草な
のではないでしょうか？こ
れから続々収穫されてい
きますのでパスタやソース
で是非ご賞味あれ。

トウモロコシ 
トウモロコシが成長してきま
した。収穫は種播きから
90~100日程度が目安にな
りますので、夏休み頃に収
穫出来るかもしれません。こ
うご期待！

空豆 
上を向いて実っていたさや
が下向きに垂れ下がって
きたら、実が充実してきた
証拠。そろそろ収穫です。
さやの背筋が黒っぽくなっ
てきます。美味しそうな空
豆ですね。

続　ISO 14001 
当社は環境に関する国際規格ISO14001を認証取得してい
ます。 隅田商事株式会社では、昭和24年5月創業以来の
企業理念である『人々の幸せの創造』のために、『地球環境
の保全と改善』と『人間の健康問題』の二大事業テーマを設
けています。エコロジーとエコノミーを両立させた環境経営を
今後も実践して行きます。当社環境方針　↓　↓　↓ 

http://www.piazza.co.jp/environmental/index.html 

「生産」から「廃棄」にわた
るライフスタイル全体を通し
て環境への負荷が少なく、
環境保全に役立つと認めら
れた文具などの商品につ
けられてる。

省エネ基準を満たし
たエアコン、蛍光灯器
具、テレビ、冷蔵庫 
等々　緑は省エネ基
準達成率100%以上
の製品。

待機電力の省エ
ネ基準を満たした
コンピュータ、プリ
ンタ、FAX、コピー
など8つのOA機
器についている。

トイレットペーパー、
コピー用紙、ノー
トなど古紙を規定
の割合以上利用
した製品について
いる。

古紙配合率を示
すマーク。用紙類、
トイレットぺー
パー、印刷物等に
ついている。

エコマークの話　今回は色々なエコマークを紹介します。日頃の買い物を通して環境に配慮。



６月１３日（土）晴れ　関東地方もついに梅雨入りをしました。平年値で
６月８日なので平年に比べ２日遅れの梅雨入りになります。昨年の梅雨明
けは７月１９日頃なので、これから約一ヶ月じめじめとした季節が続く事

になります。梅雨の語源については諸説ある様ですが、じめじめした説が
多く【梅の実が熟す頃であることから】という説が一番好きです。 
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色々なジャガイモ達 
H21/2/21日号で種蒔きを紹介したジャガイモが収穫になりました。場所は果樹園です。写真は収穫
された色々なジャガイモの写真です。男爵・メークイン・アンデスレッド・シャドークイーン等が写ってい
ますね。シャドークイーンはアントシアニン色素を含有する紫皮紫肉のばれいしょ品種です。アンデス
レッドはチップフライなどに向いています。メークインは煮崩れしにくいという特長があり、煮物やカ
レーライスなどに向いています。男爵は皆さんも見慣れたジャガイモなのではないでしょうか。マッ
シュポテトやコロッケなどに向いています。ジャガイモの種類それぞれに特徴や良さがあり、面白いで
すね。皆さんも店舗で色々なジャガイモをご賞味下さい。

ナス 
写真をよく見ると
ナスが出来始め
ているのが見える
と思います。原宿
生まれ、ファーム
育ちのナスです。

プチトマトの苗 
写真はプチトマトの苗です。
トマトには大変多くの種類が
あるそうで、世界で8000種
日本でも120種を超えるトマ
トが登録されています。これ
は、野菜の品種数の中でも、
目立って多いそうです。

かぼちゃの苗 
写真はかぼちゃの苗です。
原産は南北アメリカ大陸で、
カロテン、ビタミン類を多く
含む緑黄色野菜です。「カ
ボチャ」という語はポルトガ
ル語で「カンボジアのウリ」
の意味です。

続々　ISO 14001 
ISO14001ってなんなの？社長が定めた環境方針を全社員
で達成する為のシステムに関する国際規格です。カメラの
フィルムやネジ、非常灯等　世界で使える統一した規格があ
ります。外国で買ったフィルムが日本製のカメラで使えるの
はISOの規格のおかげです。ＩＳＯ１４００１認証取得は、　　
グローバルな視点で、環境に配慮した企業運営のシステム
を遂行している証です。当社環境方針　↓　↓　↓ 

http://www.piazza.co.jp/environmental/index.html 

梅雨の話 
　梅雨は雨季の一種です。北海道と小笠原諸島を除く日本、朝鮮半島南部、中国の華南や華中の沿海部、および台湾など、
東アジアの広範囲においてみられる特有の気象現象で、5月から7月にかけて毎年めぐって来る雨足の強くない雨が長期にわ
たって続く期間のことです。語源は前述したように諸説ありますが【梅の実が熟す頃であることから】という説や【この時期
は“毎”日のように雨が降るから「梅」という字が当てられた】という説等が綺麗かなと思います。それでは次に梅雨前線の話で
す。梅雨の報道には、よくセットで梅雨前線の話が出てきますが、いったい何なのでしょう。日本の梅雨前線は　オホーツク海
気団　小笠原気団のせめぎ合いの中から生まれます。何か物騒な話に聞こえますが、高気圧の母体となる冷たく湿った気団
のオホーツク海気団と、暖かく湿った気団の小笠原気団がせめぎ合います。性質の違う2つの空気（気団という）がぶつかる所
は大気の状態が不安定になり、梅雨前線が発生します。梅雨前線を構成するオホーツク海気団　小笠原気団はいずれも勢力
が拮抗しているため、ほぼ同じ地域を南北にゆっくりと移動する停滞前線となります。その状態が梅雨です。 
梅雨についてお分かりいただけましたでしょうか？　書いている自分は難しくて今一つ理解出来ませんでした。



６月２０日（土）晴れ　梅雨の合間の大変暑い日でした。晴れるごとに今
年の最高気温を更新していて、真夏になったらどうなるんだろうと今から
心配になります。来週はいよいよジャガイモ生産コンペの収穫感謝祭です。

たくさんの収穫を与えてくれる農場に感謝し、収穫祭を楽しんで取り組も
うと思っています。 

トウモロコシ 
　トウモロコシは雌雄異花
です。先端に雄穂が出現
すると、3~4日後に雄花
が開花し、花粉が飛散し、
雌穂から絹糸（けんし）が
出て受粉します。写真は雌
穂から絹糸です。

かぼちゃ 
見てください！！かぼちゃ
の蔓が伸びてきました。緑
黄色野菜という言葉を聞く
事があると思いますが、か
ぼちゃもその仲間です。カロ
テン、ビタミン類を多く含ん
でいます。

キュウリ 
キュウリの花が咲きました。
黄色い花が付いている緑色
の少し太い茎の部分がキュ
ウリに生長します。胡瓜の
「胡」という字は、シルクロー
ドを渡って来たことを意味し
ているそうです。

アイシクル ラディッシュ 
両方　二十日大根の種類
です。この種は、大根の中
でも最も小型で、収穫まで
の時期が短く、和名は種を
まいて収穫まで20日ほど
であることから付けられて
います。

キタムラサキ 
キタムラサキは元祖紫ジャ
ガイモです。収量が多い事
でも知られ、色の要素はア
ントシアニンです。アントシ
アニン酵素には抗酸化能や
抗インフルエンザ活性等の
機能性があるそうです。

ナス 
ナスが生長し、実を付け始
めています。ナスの花は
「親の小言と茄子の花は
千にひとつの無駄もない」
という諺がある位、結実す
る割合が高いです。たくさ
ん植わっています。

続々　ISO 14001 
ISO14001ってなんなの？社長が定めた環境方針を全社員
で達成する為のシステムに関する国際規格です。カメラの
フィルムやネジ、非常灯等　世界で使える統一した規格があ
ります。外国で買ったフィルムが日本製のカメラで使えるの
はISOの規格のおかげです。ＩＳＯ１４００１認証取得は、　　
グローバルな視点で、環境に配慮した企業運営のシステム
を遂行している証です。当社環境方針　↓　↓　↓ 
http://www.piazza.co.jp/environmental/index.html 
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水の話 
私たちの地球は【水の惑星】と呼ばれており、太陽系の中で唯一多くの水が存在する惑星です。地球にはおよそ14億Km3の
水があると言われています。しかしそのうちの約97％が海水であり、淡水は約3％しかありません。そしてこの淡水の約70％
は南・北極地域の氷として存在しており、残り30％が地下水となっています。そう･･･私たち陸上生物が利用できる水は、地球
上に存在する水のわずか0.01％にしか過ぎないのです。地球上の水が風呂桶一杯分ならば、私たちが使える水はわずか一
滴。この一滴の水を、すべての陸上生物が分かち合って生きています。日本では水は水道の蛇口をひねれば無制限に出てく
る物と思いがちですが、実はとても貴重で大事な資源なのです。大事に使っていきたいですね。もう一つ、緒外国の水問題は
他人事ではありません。【仮想水】と言う考え方があります。仮想水とは日本が海外から輸入しているものを、もし日本で作っ
たとしたら必要となる水のことをといいます。例えば、食パン一斤に必要な水は500~600リットルで、これは２リットルのペット
ボトルで250~300本分に相当します。また、ステーキ200グラムに必要な水は、約4,000リットルで、２リットルのペットボトルで
約2,000本分に相当します。多くの物を輸入に頼っている日本は間接的に緒外国の水資源をたくさん使っているのですね。
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