
Eco Farm Times 
１月６日(火）　今年初めてのエコファームでの収穫です。今年もたくさ
んの無農薬野菜が収穫出来る事でしょう！ 
今回の収穫野菜は白菜　菜の花　チンゲンサイ　ルーコラです。白菜はいい感

じで霜に当たり、すごく甘くなっています。　　ご期待下さい。

今年最初の苗植えは左からチンゲンサイ・キャベツ・京菜でした 
大変しっかりした苗でした。もちろんエコファーム生まれ、収穫時
期が今から楽しみです。冬は保温の為、黒いビニールをひき、天

井にはトンネル状に透明ビニールを張ります。手間がかかります。

人参 
なかなか葉っぱを目 
にする事の無い人参 
ただいま育成中

ほうれん草 
葉っぱの厚さがすごか 
った！もうちょっとで食 

べごろです

空豆 
かなり広い場所で育っ 
ています豊作間違いな 
し！春に登場します

もうすぐ登場予定の野菜達

サニー 
サラダの主役的存在 
完全無農薬の葉物は 
貴重な存在！

平成２１年１月８日



Eco Farm Times 
１月１０日(土）　今回は、果樹園の紹介です。エコファームの中でも日
当たりの良い、高い場所に果樹園が有ります。ご承知のように果物は実
が生るまでに長い年月が必要で、料理で登場するのはまだ先の事ですが 
請うご期待です。夕暮れ時、果樹園からの夕日は格別でした。 
今回の収穫野菜は白菜　菜の花　ルーコラ　ブロッコリー　サニーレタス　パセリ

今春登場 

絹さや 

三角形のネットにもうすぐ到達
しそうな感じです。登場の日が
待たれます。一般に絹サヤは
若いエンドウをサヤごと食べる
豆の仲間でビタミンAが豊富で
す。

平成２１年１月１０日

サニーレタス 
レタスの語源はラテン語
で「牛乳」という意味レタ
スの切り口から出る白い
液体が名付けの元、サ
ニーレタスの色はアント
シアニンです。

ブロッコリー 
ブロッコリーはイタリア語
で茎や芽を意味します。
ビタミンB、ビタミンC、カ
ロチンや鉄分を豊富に含
んでいます。

菜の花 
”野菜（菜っ葉）の花”と
いう意味から「菜の
花」になりました。野菜
として、また油を採る
ため栽培されてきた作
物です。

PIAZZA ECO FARM 
千葉県　富津市　志駒に有る　
ピアザエコファーム　委託農場で
はなく、完全無農薬野菜を自分
達の手でという事で交代で社員
も農業で汗を流しています。

食べごろの話 
野菜には食べ頃の時季が有ります。これは受け売りですが白菜は霜が降りてから収穫する。そうすると甘味を増すそうで
す。葉物野菜は当てはまりませんが、実のなる野菜は本来子孫を増やす為に種を作りその種の成長や、動物に食べても
らい広げる為に美味しい果肉を作ります。例えばピーマンで言うと緑色の時季は種がまだ未完成の為、鳥に見つからな
いように保護色にしている時で、黄色や赤色になってからが本当の食べ頃なのだそうです。赤や黄色に色づくのは鳥に
対して食べても良いよのOKサインなのです。野菜本来の意味を考えると、人の言う食べ頃というのは動物の言う食べご
ろよりも未熟の時季を指す事が多いようです。
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Eco Farm Times 
１月１７日(土）　雲一つ無いとてもいい天気でした。絶好の農作業日よ
り。今回の収穫野菜は白菜　菜の花　ルーコラ　ブロッコリー　サニーレタス 
白菜は終わりに近づいています。次は何が登場するかな？もうちょっとでほうれ

ん草が登場です。

平成２１年１月１７日

冬野菜の話 

根菜は味を深め、葉野菜は甘味を増す冬 

野菜には旬という物が有ります。霜枯れした白菜、冬の太陽に葉を向けるほうれん草、キャベツの仲間であるブロッコリー
やカリフラワーなど花蕾を食べる野菜も年を越してからが食べ頃、寒い時季は野菜の生長もゆっくりになり、長い時間を
かけてゆっくりと凝縮しながら育ちます。冬野菜が味が濃く美味しいのは当然のような気がします。

ティーピー 
米国ミネソタ・リーチレイ
クリザベーション提携農
場のエコファームに建つ
ティーピー 
当社と関係の深いネイ
ティブアメリカンの指導者
デニスバンクス氏と一緒
に建てた物です。

赤トウガラシ 
昨年収穫した赤トウガ
ラシを乾燥しているとこ
ろです。 
店舗で小分けにして販
売していますので是非
ご利用下さい。 
もちろん　ペペロンチー
ノにも入っていますよ。

玉葱畑 
広大な面積で植わってい
る玉葱 
何にでも入っている　と
言っても言い過ぎではな
いくらい。使用頻度の高
い玉葱。収穫時季をお楽 
しみに。

空豆途中経過 
過日　ご紹介した空豆の
様子です。どうです　広い
でしょう　順調に育つ事を
願い　願いがかなった暁に
は空豆をたくさん召し上
がって頂けると思います。 
お楽しみに

玉葱　続編 
ここで豆知識　玉葱は　
２５度を超えると休眠す
るそうです。 
ですが　冷蔵庫に入れ
ると起きてしまい芽が出
てきてしまいます。保存
に冷蔵庫は禁物です。

種蒔き 
レタス　キャベツ　京菜
等々当たり前の話です
が種を蒔かないと収穫
は出来ません。時季を
見ながらの大事な作業
です。経験と知識がす
ごく大切です。 

ピアザエコファームは、長期プロジェクトとスタートし直営店舗 
から出る生ゴミを有機たい肥化し無農薬野菜の栽培を行って 
います。収穫した野菜を直営レストランにてお客様に提供し、 
食の安全性に努めています。 
また、地域社会のボランティアに、農園や竹林を提供し活用し 
て頂いています。  



Eco Farm Times 
１月３１日(土）あいにくの雨、でも午後からは晴れ間も見えました。 
今回の主な作業は竹林の整備、日本の農業は竹との闘いだったそうです。
細い道路などほっておくと軽々飲み込んで竹林になってしまいす。枯れ

た竹や倒れた竹を整備し、日当たりを良くして春の筍の準備です。今年
もレストランでたくさんの筍料理が登場します。お楽しみに！！

平成２１年１月３１日

特別栽培農産物の話 
現在、減農薬栽培農産物・減科学肥料栽培農産物という名称は公には使用出来ません。そのかわりに 
【特別栽培農産物】何か難しそうな名前ですが、節減対象農薬の使用回数と化学肥料の窒素成分量の双方を慣行栽培
の５割以上減らして栽培された農産物の事です。一見安全な農産物のような気がしますが問題があるように感じます。例
えばキャベツ　有名なツマゴイでは通常５０回薬をまきます。特別栽培農産物になる為には２５回にしなくてはなりません。
しかし、房総半島での慣行栽培では薬をまくのは６回です。薬をまくのが４回でも特別栽培農産物にはなりません。それっ
てどうなのと思います。ちなみにピアザエコファーム野菜は一回も薬を経験していません。農薬の話とは別の次元で日々
努力しています。

芽が出た！！ 
１月１７日の号で紹介し
た種蒔き、その時の種か
ら芽が出ました。 
写真はブロッコリー・チン
ゲンサイ・サニーレタス・
キャベツ・トレビスの芽で
す。この段階だとよく分か
りません。 

椎茸 
原木に椎茸の菌とおが
くずを混ぜて固めたも
のを手で埋め込んで原
木に椎茸の菌を浸透さ
せます。この後もひっく
り返したり、組直したり
しながらやっと、椎茸
が収穫されます。

ニンニク 
エコファームの特産品に
なるべく現在プロジェクト
進行中

ほうれん草 
次々と収穫されそうです。 
この時季のほうれん草は
本当に美味しいです。

サニーレタス 
店舗にも何回か登場し
ています。お味は如何
でしたか？

チンゲンサイ 
順調に育っています。
でもよく見ると虫食いの
穴が点々と見られます。
虫の少ないこの時季で
もそうなのですから無
農薬の難しさが分かっ
て頂けると思います。

左側の写真は今回整備した竹林です。枯れた竹を燃やして灰 
にし、畑にまきリサイクルしています。土のpH調整に役立って 
います。右の写真はエコファームのシンボルツリーです。エコ 
ファーム開園の時に植えた欅もどっしりと大地に根を張りとても 
立派なシンボルツリーとなっています。これからもずっとエコフ 
ァームを見守って行く事でしょう。



Eco Farm Times 
２月７日(土）晴れ。青い空に白い雲　単純な組み合わせですが抜群です 
今日は年に２回ある山に入って作業してはいけない日です。なぜかと言うと山の
神様が山に生えている木の本数を数える日なのだそうです。数えている時に木

を切ってしまっては神様の機嫌を損ねてしまい、事故に遭うという言い伝えがあ
ります。八百万の神がいると言う日本の古き良き風習の一つ。僕は大好きです。

平成２１年２月７日

食生活の変遷の話 
変遷（へんせん）【移り変わり】の事です。国民栄養調査というのがあります。日本の食生活を戦後から摂取カロリー量やそ
の内訳を調査してきました。内訳は穀類・野菜類・果実・芋類・動物性食品etcに分けてあります。調査によると1950年カロ
リー摂取量は２０９８kcal　2000年で１９４８kcal何となく今の方がカロリー摂取量が劇的に多いような気がしますが,あまり
変化がないようです。　しかし、内訳は激変しています。昭和25年　動物性食品での摂取カロリーが総量の約８%だったの
が、平成12年約30%に増えています。その分減っているのは芋類・穀類です。話によると日本人は昔から基本的に野菜食
が多かったようです。身体が動物性食品をたくさんとるように出来ていないのです。生活習慣病が増えている原因の一つに
食生活の変遷が関わっているのは間違いないように感じます。皆さんも大いに良い野菜を食べて健康になりましょう。

芽が出た！パート２ 
２月７日の号で紹介した
芽吹き、その続編です。
順調に伸びています。 
今後、外気温や苗の生
長具合を見ながら畑に植
え込む時期を判断し、植
え込みを行います。

続種蒔き 
これからの季節、続々
と種蒔きがされていき
ます。写真はバジル・
チャービル・レモンバー
ムなどの香草達です。
去年はバジルが大成
功でした。

フキノトウ 
キク科フキ属の多年草。
日本原産の山菜・野菜で
す。寒さに耐えるように、
ツボミを何重にも苞（ほ
う）が取り巻いています。
日当たりの良い斜面で
見つけました。春は近い
ですね。

続々種蒔き 
写真は三色パプリカの種
を蒔いたプランターです。
今季チャレンジしている野
菜の一つです。流通で多
いのはオランダ産ですね、
収穫出来たら是非　純エコ
ファーム産ラタトゥイユを
作ってみたいです。

色々なレタス 
写真に三種類のレタス
があります。この時季レ
タス系は良く出来ます。
基本的にサニーレタス
は虫が付きにくいようで
す。虫と人間では好み
が違うようです。店舗で
味見してみて下さい。

コンポスト 
食品ごみを発酵させて
つくる堆肥の事です。 
当社レストランで出た野
菜の切りくずや食品ご
みを集めて堆肥化し畑
にまき野菜を作ってレス
トランで使う。リサイクル
活動です。

エコファームに行くと毎回感じるのは空の広さと透明感。 
広さは【３２万坪】！！といってもよく分からないと思いますが、
皇居と同じくらいと言えば何となく分かってもらえるでしょうか。
隅田商事ではISO14001を認証取得しており、各事業において
地球環境に配慮しながら、企業の継続的な進歩・発展を目指し
ています。エコファアームの緑豊かな森林は地球温暖化ガス浄
化作用にも貢献しています。詳しくは環境方針で　http://
www.piazza.co.jp/environmental/index.html  



Eco Farm Times 
２月１４日(土）晴れ。天気予報では荒れ模様でしたが、実際は春を通り
越して初夏を思わせるような天気でした。燦々と降り注ぐ太陽は春の訪
れを催促しているようで、桜の木の蕾も季節を勘違いしてしまう事で

しょう。春一番も吹きエコファームは本格的に芽吹きの季節に入ってい
きます。収穫されたのは菜花　紅菜花　ブロッコリー　ガーデンレタス

P F Cバランスの話 
【PFCバランス】なんの事か分かりませんが、これは三大栄養素の話で、供給エネルギーに対する蛋白質（Ｐ）・脂質（Ｆ）・
炭水化物（Ｃ）の比率の事です。日本ではＰ=20%未満・Ｆ=２０~３０％・Ｃ=５０~７０％が理想とされています。欧米諸国が
大きくバランスを崩す中、日本は理想的と評価されているようです。ここにも日本食がブームになっている理由を発見出来
ます。しかし、今日では日本でもこのPFCバランスが崩れ始めているようで、メタボリックシンドロームなども問題になってま
す。ここで、ダイエットするのに分かりやすい基準をご紹介します。脂肪１ｋｇを1カ月で減らすのにはどうしたら良いか？　　
脂肪1ｋｇ中約２０%は水分など脂質以外の物です。実質８００ｇの脂肪を減らすにはどうしたら良いか？ 
脂質１g減らすには９kcl必要なので、８００g×9kcal=７２００kcalを３０日で割る=240kcalです。　一日２４０ｋｃal普段より多く
消費するか摂取量を抑えるかすれば１ｋｇの脂肪を1カ月で消費出来ます。ちなみに２４０calとはジョギングなら30分　食べ
物ならアイスクリーム一個です。　　貴方ならどちらを選びますか？？？

ブロッコリー 
秋から冬が旬です。緑
の部分はつぼみが密
集したもので、ほうれ
ん草に匹敵するほど栄
養価の高い野菜です。
脇芽と呼ばれる小さい
サイズもたくさん収穫し
ました。

色々な苗 
この時季、野菜は寒さの
為、なかなか生長しませ
ん。なので収穫よりもこ
れから収穫期に向けて
の準備がされていきます。
写真は続々と芽を出して
いる苗です。一本一本が
立派に生長します。

玉葱畑 
順調に育っています。春に
新玉葱フェアーとして登場
予定です。新玉葱はみず
みずしく、甘みがあり、辛
みも少ないので生食に向
いています。お楽しみに。

紅菜花 
アブラナ科の中国野菜。
原産地は、揚子江中流
の武漢・武昌近く、沙湖
のほとりだそうです。難
しい事はさておきとって
もおいしく、見栄えのす
る野菜なので僕は大好
きです。

空豆 
古来、ソラマメには動脈硬化症や心臓病に有効と言われた
り、胃痛、便秘症の人にも使用されていたとの記載がありま
す。ソラマメには蛋白質、糖質、鉄、ビタミンのＢ１・Ｂ２・Ｃ、
のほか種皮の食物繊維などの栄養素がバランスよく含ま
れています。今年の空豆はかなり広いスペースで栽培され
ており、期待大です。前述したように栄養価たっぷりの野菜
なので登場を是非お楽しみに！！！

左側の写真はPIAZZA ECO ＬＯＤＧＥです。社員研修やお客
様をお迎えする時に使われています。右の写真はPIAZZA 
ECO FARMにたくさん植わっている桜の木です。今日の気温
など考えると今年の開花は早いような気がしてきます。これも
地球温暖化の影響なのでしょうか。環境問題を考える上で大事
な考えはThink Globally Act Locallyです。（地球規模で考え、
足下から行動しよう）一人一人がやれる事をこつこつと積重ね
る事が地球環境にとっても良いようです。

Eco Farm Times 



２月２１日(土）快晴。降り続いた雨もきれいに上がり良い天気でした。
少し風が冷たく感じましたが、梅の花が咲いていたり、日当たりのよい
斜面には黄緑色のきれいな蕗の薹がちりばめられていてエコファームは

春の装いになってきています。今日からジャガイモの植え付け作業が始
まります。頑張るぞ！

美味しさの話 
美味しいという言葉は大変便利な言葉です。なぜかと言うと科学的に見て美味しいの要素は非常に多くあるからです。　味覚
（甘味・酸味・苦味・うま味・塩味・渋味・辛味・アク味）　嗅覚　触覚（口当たり・食感・手触り）　視覚　聴覚という五感はもちろん
記憶　情報　感性　外部環境　食事状況　食文化　などありとあらゆる情報を総合　分析　評価して美味しいと一言で言ってい
ます。しかし、その美味しいという発見や感動を人に伝える場合、美味しいを分解　分析する必要があります。サービスマンや
リポーターには重要な事ですが、皆様もお友達にどういうふうに美味しかったと突っ込まれた時に役に立ちます。例えば味覚
に関しては、甘味・酸味・苦味・うま味・塩味・渋味・辛味・アク味のバランスを説明します。嗅覚は香りですね。触覚は柔らかい
とかプルプルとかツルツルとかです。美味しそうな見た目も重要、音が出たら最高です。そこに昔の記憶や本の情報　店の雰
囲気、一緒に食事をとっている人　先祖代々の味。一つ一つ説明していては長過ぎて誰も聞いていてくれませんから、特に感
じた部分を２つ３つ言いましょう。何と言ってもこれだけの情報を瞬時に判断している人間の能力は【すごい】という事です。

キャベツの苗 
前号　前々号と紹介して
きた苗が畑に移植されま
した。まだ寒いのでビ
ニールに包まれてのス
タートですが早く大きく
育ってもらいたいです。
お客様も温かく見守って
いて下さいね。

フキノトウ 
「春の皿には苦味を盛れ」
と言います。 冬の間にた
まった脂肪を流し味覚を
刺激して気分を引き締め、
一年の活動をスタートさせ
るのだそうです。ecofarm
では色々な所で群生して
ます。

じゃがいも 
いよいよ、２００９年ジャガイモの植え込みが始まりました。今回は果樹園の頂上に向かって右サイド、かなり広いスペー
スを使っています。 ecofarmの中でも高い所にあり風が強いので色々な風対策がされています。今回植えたジャガイモ
はシャドウクイーンとキタムラサキの２種類です。写真のじゃが芋はキタムラサキです。種芋は芽を残しながら芋の大きさ
によって２~４分割します。そして、カットした面に灰をつけます。その後、２列に穴の開いたビニールに穴を開け中にジャ
ガイモを芽を上に向け埋めます。そして、土をかけます。これが一連の流れですが、写真を見て頂いても分かるように一
日仕事でした。自分で取り組んでみると本当に生産者の苦労が身にしみます。今、農業がブームになっているようですが
自給率の低い日本にとって、大変良い傾向だと思います。でも、気合いを入れてやらなくては到底出きる物ではないと感
じました。いよいよ、３月１４日には毎年恒例の４事業本部対抗ジャガイモコンペが開催されます。食品部も２年連続優勝
をねらって頑張ります。店舗では今年も色々な種類のジャガイモが登場しますので、是非お楽しみに！！

右の写真は果樹園に植わっている梅の木です。綺麗な花が咲
きました。左側の写真はPIAZZA ECO FARMによく出没する
サルの子供です。いつも親子で行動しています。見た目はホン
トにかわいいですが、かなりヤンチャでいたずら好きのようです。
環境問題の【野生を守る】という観点にレッドリストというのがあ
ります。絶滅の恐れのある種のリストです。動植物３１５５種が
リストアップされています。身近な種ではメダカやキキョウなど
がレッドリストに載っているそうす。いつも見慣れた当たり前の
風景を大切にして次世代に引き継いで行きたいですね。

Eco Farm Times 
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３月１日(日）雨。天気予報では久しぶりの晴れでしたが、残念ながら雨
が降ってしまいました。しかし、季節は待ってくれません。スタッフ達
は雨を押して元氣に農作業頑張りました。今回の作業は先週に引き続き

ジャガイモの植え込み準備です。男爵　メークイーン　シャドークイー
ン　キタアカリ　キタムラサキ　インカのめざめ　等々　お楽しみに！ 

バイオマスの話 
バイオマスって何？【それは、再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたものです】と答えられても【はぁ】と
生返事をしてしまいそうですが、このバイオマスが新エネルギーを語る上で大変重要な位置を占めてきました。バイオマス
の種類としては、家畜排せつ物・食品廃棄物・間伐材etc エネルギー作物としては、さとうきびやトウモロコシなどの糖質系
作物やなたねなどの油糧作物があげられます。それでは、なぜバイオマスが注目されているのでしょうか。一番の利点は
CO2排出量が減らせるという事です。バイオマスも燃焼させればCO2が排出されます。しかしそのCO2はバイオマスが成
長過程で大気中から吸収したCO2なので全体として見ればCO2量を増加させていないとされています。これを【カーボン
ニュートラル】と言います。バイオマスの使われ方としては電気の発電や熱エネルギー・バイオエタノール・バイオマスプラ
スチック・肥料などさまざまな分野で活用されています。日本には原油量に換算すると３５００万klものバイオマス資源があ
るそうです。色々超えなければならない問題も多いようですが、循環型社会を構築する上で大いに期待されています。

絹さや 
絹さやに花が咲きました。
普段はなかなか野菜の
花を見る事はありません
が、綺麗な花を咲かせる
野菜は多いです。写真の
絹さやも薄紫のかわいい
花でした。

レタス 
前々号で紹介した苗達
がどんどん畑で育って
います。この時季、虫が
まだ少ないので葉物が
綺麗に育ちます。でも
ゆっくりです。寒いので
ゆっくり凝縮して育って
いきます。

左側の写真はPIAZZA ECO FARM下段の畑の様子です。
育った苗もだんだんと植え込みがなされ、畑もにぎやかになっ
て来ました。右の写真は果樹園にある山桜の名木です。近くで
見るとその見事な枝ぶりに見とれてしまう程です。もともと、密
集した背の低いたけやぶの中に埋もれていましたが、農作業を
する中で堂々とした枝ぶりを披露しました。そこで、自然と人間
活動の共生について考てみました。竹林の整備や適度な森林
の開拓など、人間の手が適度に加わると素晴らしい環境がで
き上がります。何事も【適度】が大切なんだなと思いました。
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苗 
ハウスの中で育っている。
苗が盛り上がっています。
濃い緑　薄い緑　黄色　本
当に綺麗です。全部で約１
５種類ほどあるそうですが
これから畑に順次植えら
れていきます。

竹炭窯 
ECO FARMで生産されてい
るのは野菜だけではありま
せん。竹炭や竹酢液も生産
されています。写真は竹炭
を焼く窯。良い竹炭はたたき
合わせると金属のような音
がして電気を通します

キャベツ 
キャベツが育ってきました。
何と言ってもキャベツは虫
が付きやすい野菜です。芯
を食べられてしまうとアウト
です。写真のキャベツは順
調に育っています。これから
結球していきます。

ニンニク 
ECO FARMの代表選手に
育つべく期待されているニ
ンニクの生長報告です。品
種はホワイト六片ニンニク　
高級品種で一粒一粒が大
きく六片入っています。今
後も随時報告します



Eco Farm Times 
３月７日(土）晴れ。降り続いていた雨も上がって久しぶりの晴れ間でし
た。エコファームではジャガイモの植え込み作業が急ピッチで進められ
ています。来週土曜日には毎年恒例の４事業本部対抗　ジャガイモ生産

コンペが開催されます。今年も良い成績を残せるよう頑張ります。この
日はジャガイモの植え込み方法を色々とご指導頂きました。 

フロンガスの話 
【フロンガス】　と聞くと　【オゾン層が危ない】　と反射的に言ってしまう程、フロンガスに関しては環境に対する悪影響が取
沙汰されています。１９７０年代後半からオゾンホールが問題視され年々拡大傾向にあります。国外　国内さまざまな法律
や規制が作られ、フロンガス全廃に向け国際的な取組が進んでいます。では、これからフロンガスにによるオゾン層破壊は
どうなっていくのでしょうか？　大気中のフロンガスは空気より重い為、ゆっくりと拡散し成層圏に達するまでに１５年かかる
そうです。現在成層圏に達しているのは１５年前に放出されたフロンガスで、フロン全生産量の１０%程度と考えられてます。
又、１０%程は現在も冷媒など地上で使用中。残りの８０%は対流圏に有り、これから徐々に成層圏に達すると考えられて
います。オゾン層が破壊されると有害な紫外線が地表に多く届くようになります。現在、全生産量の一割しかオゾン層に影
響を与えていない事実を考えると、未来の紫外線対策は一歩進んだ物になりそうです。

ジャガイモ種植え進行状況 
果樹園の一画に作られたジャガイモのスペー

スがいよいよ植え込み終了となりました。6月
下旬頃、収穫出来ると思います。今年のジャ

ガイモフェアーをどうぞお楽しみに。右の写真
でジャガイモを植える穴を開けているのは、エ
コファームカフェの菅原シェフです。

トンネル 
少しづつ温かくなってきたとは言え、まだまだ寒い日もある今
日この頃です。ピアザ・エコファーム生まれの苗達は、トンネ
ルの中でのスタートです。写真の苗、見えますでしょうか？　
すごくかわいい苗ですね。レストランで皆様のお皿に登場する
日まで大事に育てられて行きます。

パセリ 
パセリがもうすぐ収穫です。
パセリは飾りと思いがちで
すが、臭気を消す成分が成
分中に含まれている為、　
食後の口中の臭い消しに最
適です。皆様も一度お試し
下さい。

サニーレタスetc 
綺麗に並んでいますね。 
生長が楽しみです。 
分類は意外にも菊科　ア
キノノゲシ属　サニーレタ
スの正式名称はプライツ
ヘッド　調理師である自分
も初耳でした。
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２００１年ピアザ・エコファームは２０年計画としてス
タートしました。２００６年１２月原宿表参道の生ゴミ

ゼロエミッション宣言を現実化する為に取り組んで
いる生ゴミのリサイクル活動も徐々に軌道に乗りつ

つあり、１月２月の２カ月で約５００kgの食品残渣が
リサイクル処理され、ピアザエコファームに循環し
ています。CO2換算で、約１７０ｋｇの削減に繋がっ
ています。
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３月２８日(土）晴れ、風景にもはっきりと春らしさが出てきました。ピ
アザ・エコファームまでの道程での風景も、彩りを増し、桜の花もちら
ほら咲き始めました。畑では今季初、モンシロチョウを見かけました。

ひらひらと飛ぶ姿は愛らしいのですが、キャベツが心配です。この日の
収穫は　たらの芽　キャベツ　レタス各種　ほうれん草　しいたけ　etc 

栄養素の変遷の話 
栄養素とは生命が命を繋ぎ止めておく為に必要な成分の事で、野菜には色々な栄養素が含まれています。各栄養素には
目安量や上限量・目標量などが定められていて、欠乏したり過剰摂取したりすると健康障害を起こします。必須アミノ酸や
ビタミンなどは特に日々の食事を通してバランスよく取る事が大切です。ここで興味深い資料を御紹介します。市販ほうれ
ん草の１９５０年　１９８２年　２００８年におけるビタミンＣ・鉄分・カルシウムの年代別数値変化を記した資料です。これを見
ると年々栄養素の含有量が減っている事が分かります。ビタミンＣで言うと、１５０ｍｇ→６５ｍｇ→３５ｍｇ、鉄分は１３ｍｇ→
３．７ｍｇ→２．０ｍｇ　カルシウムは９８ｍｇ→５５ｍｇ→４９ｍｇ　と激減しています。見た目は同じほうれん草でもこんなに中
身は変化しているのです。正しく栄養素を補給するには、野菜の量の他に質が大変重要だなと気付かせてくれました。ちな
みに今回収穫した２００９年度ピアザエコファーム産ほうれん草は　ビタミンＣ　４４ｍｇ　鉄分８２ｍｇ　カルシウム　５９ｍｇと、
２００８年と比較し、ビタミンＣ＋９ｍｇ　鉄分＋８０ｍｇ　カルシウム＋１０ｍｇと市販のものに比べ良い結果が出ました。 

ピアザ　エコファーム生まれの苗達 

1月　2月と種蒔きや苗の育成など色々と紹介してきまし
たが、そのピアザ・エコファーム育ちの苗達が続々と畑
デビューをしています。今まではハウスの中だったり、ト
ンネルの中だったりしましたが、今回は露地。立派に
育ってくれる事を祈ります。写真はレタスや京菜・サニー
レタス　etc 葉物苗達の畑デビューの状況です。
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ジャガイモの発芽 
３月７日に植え付けたジャ
ガイモから芽が出ました。
まだ、ぽつりぽつりという
所ですが、これから出た芽
の中から２~３本良い芽を
選び他の芽を取り除く、芽
かきと言う作業をします。

収穫した野菜達 
今回、収穫した野菜です。
今回はほうれん草１６ｋｇ　レ
タス達　１２ｋｇを中心に、
キャベツ・椎茸・たらの芽等
です。栽培した野菜も大変
良い物ですが、自然の恵、
天然食材も旬を迎えます。

山うどの芽 
ウドの芽が出てきました。芽
の上に土を盛り、軟化栽培
します。風も無いのに自分
から動いているように見える
ので"独活"。 またウゴク（動
く）がなまってウド。数少ない
日本原産の野菜です。

たらの芽 
ウコギ科の「たらの木」の
芽です。「山菜の王者」とも
とも言われているそうです
個人的には、今回たらの
芽を力強く握ってしまい、
大変痛い思いをしました。
でも、大変美味しいです。

ピアザエコファームには桜の木がたくさん植わっています。　
毎年発表される開花宣言は東京の場合、靖国神社の標本木
【ソメイヨシノ】を見て開花宣言を行うのだそうです。 
ピアザエコファームは開花の早い場所の桜が、2分咲きほど
でしょうか　今週末が見ごろだと思います。写真はエコファー
ムの桜です。両側から桜が覆うように張り出し、満開になると
桜のトンネルの様になります。季節折々の風景があり、一番
を決めるのは難しいですが、桜の季節の風景は　上位に入る
のは間違いないと思います。さすが日本の国花です。

（下記数値はほうれん草100g中の栄養数値です）
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