Eco Farm Times
７月２５日（土）晴れ 梅雨明けはしたもののはっきりしない天気が続い
ています。それにしてもびっくりさせられるのは雑草の強さと成長力で
す。【雑草のように生きよ】なんて言葉を聞きますが、うなずけます。現
在は夏野菜のナスやオクラ・大葉などが収穫中です。ファームでは蝉の大
合唱が聞こえています。

7月28日
Refresh open
ベーカリーカフェ632原宿がエコファームカフェ632
としてリフレッシュオープンします。
コーヒーの自家焙煎機を設置しワンランク上
の香り高いコーヒーや自社農園の栄養満点の
旬野菜をお楽しみいただけます。

皆さんは上の写真の花、な
んの花か分かりますか？
正解はオクラの花です。
以前はハイビスカス属に分
類されていたのがうなずけ
る綺麗な花です。

黄色プチトマト
プチトマトが実り始めまし
た。流通しているトマト類
は、緑色のうちに収穫し、流
通時に色付く事が多いよう
です。完熟してから収穫した
トマトは格別に甘いです。

ブルーベリー

紫蘇（しそ）

ブルーベリーは北アメリカ
原産です。よく目に良いと
言われますが論文調査に
よるとブルーベリーに含ま
れる、アントシアニンの視
力改善効果は認められて
いないのだそうです。

昔、死にかけていた若者に
薬草を煎じ、紫の薬を作り
ました。薬を用いたところ、
若者は健康を取り戻しまし
た。「紫」の「蘇る」薬だとい
うので、この薬草を「紫蘇」と
いうようになったそうです。

サツマイモの苗植え

キュウリの苗

ヒルガオ科サツマイモ属の
植物です。塊根（養分を蓄
えている肥大した根）を食
べます。仲間に、アサガオ
やヨウサイ（アサガオ菜）な
どがあります。

キュウリはインド北部、ヒ
マラヤ山麓原産。日本で
は平安時代から栽培され
ているそうです。現在栽培
されている胡瓜の90%以
上が白イボ系です。

エコロジカル・フットプリントの話
エコロジカル・フットプリント（Ecological Footprint）とは、どれほど人間が自然環境に依存しているかを、わかりやすく伝える指
標であり、ツール（道具）です。自然生態（エコロジカル）を踏みつけた足跡（フットプリント）を意味し、国際環境ＮＧＯの報告に
よれば、世界のエコロジカル・フットプリントは、2003年時点で地球の生物生産力を約25％超過し、特に日本、ＥＵ、アメリカな
どの先進国でこの傾向が著しいそうです。具体的には・・世界中のひとびとが日本人のような暮らしをはじめたら、地球が約
2.4コ必要！世界中のひとびとが米国人のような暮らしをはじめたら、地球が約5.3コ必要！だそうです。人々の生活の地域間
格差は大変大きく、ある国では肥満が問題になり、ある国では栄養失調で尊い命が失われています。すぐには変えられないと
しても変えていく努力は始めないと！！地球一個分の暮らしへとNPOが訴えていますが、日本人は半分以下の生活、アメリカ
人には5分の１の生活が求められています。豊かさを知ってしまった先進国の人達にはかなりの我慢が必要なようです。日本
は高い環境技術と節制を併用して、地球一個分の暮らしに向けスタートしましょう。日本人になら出来るはずです。

Eco Farm Times
８月８日（土）晴れ 発表の最高気温は３２、２度。猛暑日にはならな
かったものの本当に暑い日でした。真っ青な空と深い緑の山、白い積乱雲
の組み合わせは文句無しに夏の風景でした。季節ごとに風景は刻々と色や
表情を変えます。全く同じ風景は二度と見られないと思うと、じっと見
入ってしまいます。それにしても自然の造形美はすごい。

夏野菜
素晴らしい夏空です。現在、エコファームでは夏野菜が収穫さ
れています。夏野菜とは、野菜の中での特に夏期に収穫され
るものを言い、ナス、トマト、ピーマン、オクラ、トウモロコシ、カ
ボチャ、ズッキーニなどが代表的です。カロチン、ビタミンC、ビ
タミンEなどを多く含む野菜が多く、夏ばてなどに効果が高いと
言われています。旬のものを食べると言う事は、色々な所で良
い効果が期待出来るようです。

アスパラ

オクラ

アスパラが少しづつ収穫さ
れ始めました。収穫できる
株に仕上げるまでに、3年か
かるそうで、本格的な収穫
にはまだ時間がかかりそう
です。立てて保存すると、鮮
度と味を維持出来ます。

エジプトでは、紀元前元年
頃にはすでに栽培されてい
たそうで、大変歴史の有る
古い野菜です。粘り気の正
体は、ペクチン等で、コレス
テロールを減らす効果を
もっているそうです。

PROBAT 焙煎機

里芋

エコファームカフェ６３２に
プロバット社製 コーヒ豆
焙煎機が設置されました。
ＰＲＯＢＡＴ社は、世界最
古、最大そして最高級
「ローストマシンのベンツ」
と謳われています。

日本には縄文時代に伝わっ
たとされています。山地に
自生していたヤマイモに対
し、里で栽培されることから
サトイモという名が付いたと
されています。千葉県が生
産量第一位です。

シシトウ
10個の中に1個ほど辛い
ものがあり食べ物のロシア
ンルーレットと言われてい
ます。辛い実は、種が少な
いので、触るとどれが辛い
か知ることが出来るそうで
す。今度使って見て下さい

秋・冬収穫野菜の苗
野菜は３カ月から６カ月間
収穫までに時間がかかり
ます。なので常に先を見た
対応が必要なのだそうで
す。今は晩秋から冬時期
に収穫される野菜の種が
蒔かれています。

コーヒ豆の話
コーヒー発見には、数多くの伝説があります。その中で有力な説を御紹介します。ヤギ飼いカルディの話（エチオピア起源説）
ヤギ飼いカルディは、或る日放し飼いにしていたヤギ達が昼夜の別なくひどく興奮しているのを発見しました。調べてみると、
どうも丘の中腹に自生している潅木の赤い実を食べたらしいのです。近くの修道僧にこれを告げると、それでは試しに食べて
みようということになり、食べてみると気分はみるみる爽快になり、体に活力がみなぎってきたのです。僧はさっそく僧院に持ち
帰り、ほかの僧たちにも勧めました。 それからは徹夜の宗教行事のときに睡魔に苦しむ僧はいなくなったということです。
このような事から、コーヒーが飲まれ始めた当初は、薬として捉えられていたようです。その後も長い間コーヒーはイスラム教
寺院の中だけに、門外不出の秘薬として伝えられていきました。夜通し行う宗教儀式の前に眠気を払う霊薬として飲まれたの
です。そんな中、豆を煎って飲むようになったのは13世紀頃からと考えられています。はじめて日本にコーヒーが伝わったの
は、江戸時代初頭の長崎出島で、人々に受け入れられるようになったのは、明治時代になってからです。
ここで豆知識、コーヒーの成分は焙煎を深くすると燃えて少なくなってしまいます。徹夜には苦い深煎りエスプレッソコーヒーと
思いがちですが、どちらかと言えば浅煎りコーヒーの方が成分が多く残っていて効き目があるのだそうです。

Eco Farm Times
８月１５日（土）晴れ 夏ですね~。先週よりも今日は湿度が低いように
感じます。気温は高いのですが、日陰に入ったり風が吹いたりするととて
も気持ちがいい日でした。今日はお盆です。東京湾アクアラインも８００
円になり帰りは渋滞になる予想です。東京湾アクアライン川崎浮島JCT 海ほたるPAが全国で２番目の渋滞の増加率で1.5倍になったそうです。

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。広さは３２万坪 皇居と同じくら
いの広さがあります。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

ナス
ナスが豊作です。店舗では
すでにたくさん召し上がって
頂いているとは思いますが
まだまだ取れます。色々工
夫をしながら料理しますの
で、お楽しみに。

キュウリの赤ちゃん

マイクロキャビアトマト

キュウリの赤ちゃんがたく
さん写っています。小さくて
もしっかりとキュウリでトゲ
がびっしりと生えていま
す。キュウリは水をたくさ
ん欲する植物で河童巻き
がキュウリなのも納得。

直径は１ｃｍ位でしょうか
極小のプチトマトです。でも
味はしっかりしていて、口に
含むと豊かな酸味と甘味が
広がります。トマト類は大変
丈夫で差し芽でもどんどん
増えていきます。

オクラ

シシトウ

かぼちゃ

オクラがたくさん収穫されて
います。それにしても見事な
花です。皆様に直接お見せ
出来ないのが残念なほどで
す。花の下に写っている上
を向いているのがオクラで
す。

シシトウがたくさん収穫さ
れています。免疫機能を
高め疲労回復に役立つビ
タミンCを多く含むので夏
バテに良いようです。揚げ
る時には爆発する事があ
るので注意して下さい。

かぼちゃが実ってきまし
た。かぼちゃの横に写って
いる、くるくると巻いた蔓が
茶色に変色した頃が収穫
時季だそうです。もう少し
の辛抱ですね。

交通渋滞の話
今春の大型連休の２週間だけで高速道路「千円乗り放題」により二酸化炭素排出量が６６万トンアップ−−。自治体の環境政
策に携わるシンクタンク「環境自治体会議・環境政策研究所」（東京都千代田区）が、高速道路会社などの調べをもとに、高速
道路と周辺道路の交通量が少なくとも２割増えたとしてはじき出した数字だそうです。６６万トンとは、冷房の設定温度を２度高
くしたり、シャワーを浴びるのを１分短くしたり、ＣＯ２を１日１キロ減らす地道な省エネ努力を１８０万人が１年間、積み重ねた
量に相当します。そしてこのお盆も各地で記録的な大渋滞が起こり、更に大幅にアップするのは確実です。日本は京都議定
書で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状況を考えると、２０１２年までの実
施期間で相当量の二酸化炭素排出量を削減しなくてはなりません。この時期にこの政策ははたして時代に合っているのでしょ
うか？しかし、日本の基幹産業化している自動車の売上が伸び、GDPを押し上げればある面では日本の為になるのかもしれ
ないですね！日本の高い技術力で環境に悪影響を出さない自動車が一般的に発売される日を心待ちにしています。

Eco Farm Times
９月５日（土）晴れ 昨年、果樹園にある丹波栗がサルに食べられてしま
いました。今年は電気を通した柵を巡らし、厳戒態勢を敷いて望みまし
た。しかし、今年も全部サルに食べられてました。２連敗・・ トウガラ
シ液を噴霧する案などが出ましたが、人も寄りつけなくなる為 却下、対
応策に頭を悩ませています。サルとの知恵比べはまだ続きそうです。

色々な種類のかぼちゃ

バジル

かぼちゃの収穫が最盛期
を迎えています。写真の中
にはすくなかぼちゃや青皮
栗かぼちゃ 黒皮栗かぼ
ちゃ等です。カロテンやビ
タミンＣ等が豊富に含まれ
ています。

香草の中でもメジャーなバ
ジル。バジルと言うのは英
語、バジリコと言うのはイタ
リア語なのだそうです。トマ
トやにんにくとの相性はご存
知の通りです。収穫中で
す。

大葉

カリフラワー

生姜

通常、食用にするのはアオ
ジソとアカジソである。シソ
の葉はロズマリン酸という
成分を含み、アレルギー疾
患に有用として健康食品と
しても利用されている。

現在、エコファームでは
色々な種類のカリフラワー
が育っています。写真のカ
リフラワーはパープルフラ
ワーです。真紫のとても綺
麗なカリフラワーです。１２
月頃収穫予定です。

ショウガの根茎は漢方薬と
して生姜（しょうきょう）と呼
ばれ、発散作用、健胃作
用、鎮吐作用があるとされ
ています。発散作用は風
邪の初期症状の治療に使
われているそうです。

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

キュウリ
地這いキュウリは地面を
覆って広がった葉が、自然
の太陽光線を いっぱい受
け、夏の暑さにも成り疲れ
せず、昔どおりの柔らかくて
味のよい胡瓜がとれます。
究極の栽培法です。

デニス・バンクス・プロダクツの話
アメリカン・インディアンのデニス・バンクス氏によって厳選された特異なスピリットを持つ商品です。彼の商品は、今日のファー
ストフード、ジャンクフードなどによる食の乱れに対し、現代人は今こそ自然から与えられた恵みのみを摂取する、昔ながらの
食生活に戻るべきだという考えに基づき製造されています。
彼によれば、生命としての人間は食べることによって食物、ひいては地球や大地という生命体とのつながりを日々再確認して
いるのであり、その循環を通して精神的な意味も含め、環境全体とのバランスを整えているのだそうです。
デニス・バンクス氏は、リーチレイク・インディアン居留地の広大な自然の中に自生する本当の意味でのナチュラル食品を、よ
り多くの方々の食卓にのせることを使命とし、活動してくれています。
また一方ではエコビレッジのコミュニティーづくりを進めるなど社会環境づくりにも力を注いでいます。
当社レストランではメープルシロップやマノーミン・ネイティブアメリカン･ハーブティーなど選りすぐりの商品をお楽しみいただけ
ます。是非、当社レストランでお楽しみ下さい。

Eco Farm Times
９月１２日（土）雨 久しぶりの本降りでした。それにしても雑草のたく
ましさには脱帽です。土壌の肥沃さもあり、見る見る間に一面をグリーン
のカーペットで敷き詰めていきます。この肥沃な大地で育った野菜達は栄
養素がたっぷり詰まっています。栄養素たっぷりの野菜であれば少しの量
でも必要量を満たす事が出来、量より質は野菜の世界でも言えるようです

弊社ＳＳはISO14001を認証取得しております。特に写真右の
本石町SSは、災害対応型としての機能を兼ね備えており、
平成18年には資源エネルギー庁長官賞 社会福祉･地域貢献
部門を受賞しました。当社の環境経営への取組の一つです。

白菜の苗

カリフラワー （里月）

現在冬野菜の準備が着々
と進められています。写真
は白菜の苗の植え込み風
景です。今年は色々な種
類の白菜の種が蒔かれま
した。年内に出来る物、年
越しの物、色々あります。

カリフラワーの苗植え作業
です。無農薬で育てる為、
虫よけのネットをかけて育
てていきます。１０月の下
旬頃収穫の予定です。
色々な種類のカリフラワー
が登場しますよ！！

菊芋の花

セレベス
現在、セレベスが収穫され始めました。セレベスとはインド
ネシアのセレベス（スラウェシ）島からきたものです。写真で
も分かるように赤みを帯びているのが特徴で、ホクホクして
いてとても美味しい里芋です。イモ類は植え付けた親芋を食
べるか、出来た小芋を食べるか、親子両方とも食べるかに
分類されますが、セレベスは親子兼用種で、親、子両方食
べる種類に属しています。

菊芋という名前の由来は、
花がキク(菊)に似ていて根
がイモ(芋)として食用出来
る事に由来します。根の主
成分であるイヌリンが糖尿
病や肥満、高中性脂肪に
有効だとされています。

トウガラシ
果実色は、最初、緑色をし
ており、熟すと赤くなりま
す。 薬効(食欲増進、辛味
性健胃薬)があります。 別
名をレッドペッパー、チリ
ペッパーとも言います。

デニスバンクスメープルシロップの話
アメリカン・インディアンのデニス・バンクス氏によって厳選された特異なスピリッ
トを持つ商品です。デニス氏のリーチ・レイク居留地には一抱えほどの太さのサ
トウカエデが約3万本ほど自生しており、まだ雪深い2月頃から少しずつ樹液を
出し始めます。デニス氏のシロップはこれらの樹液を小さなバケツで集め、新鮮
なうちに森の中で少ロットずつ煮詰めて仕上げたものです。もちろんそこには添
加物等は一切使用しておりません。ブルーメープルは居留地内に同じく自生す
るブルーベリーをデニスメープルシロップに混ぜ込んで仕上げたものです。

