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ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ ２００８に
足を運んで
門馬義幸

は韓国︑台湾︑タイに活気が

のには驚きました︒アジアで

ガイドを無料で配布している

三健ネット会事務局

は今回で
Foodex Japan
回目を迎えた日本最大︑アジ

日︵火︶から

日︵金︶

の熱気でした︒国際食品展と

最初に感じたのはバイヤー達

した︒会場に足を踏み入れ︑

反映し︑野菜にスポットを当

でした︒消費者の健康志向を

材﹂
︑
﹁スイーツ・デザート﹂

今回の Foodex Japan
の３
大テーマは﹁野菜﹂
︑
﹁地方食

一されていましたし︑メキシ

敵なデザインで各ブーツが統

じられました︒フランスは素

日本への売り込みの熱意が感

ーンでは

で紹介していました︒展示ゾ

﹁展示﹂
︑
﹁講演﹂
︑
﹁調理実演﹂

をテーマに野菜の楽しみ方を

野菜と一緒にバランス良く﹂

イタリアも活気があり︑日本

を引いていました︒スペイン︑

冷凍野菜︑野菜加工品﹂が紹

類﹂
︑﹁生鮮野菜︑カット野菜︑

野菜﹂
︑
﹁調味料・トッピング
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国内のイタリアンレストラン

社により︑﹁新顔

コは独自の円形の展示場で目

ーンが全体の６割以上を占め︑ て︑
﹁野菜をもっと美味しく・

いうこともあり︑海外出展ゾ

力的なのでしょう︒

日本の市場が海外から見て魅

アでも最大級の国際食品展で︑ 感じられました︒それだけ︑

33

毎年 90,000
名を超える来場
者を記録しています︒今年は
３月
14

まで幕張メッセで開催されま
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介されていましたが︑海外の

たのは残念でした︒

国原知事率いる宮崎県を筆頭

出展していました︒実際︑東

った﹁全国食品博﹂は︑約 290
社に上るメーカー・生産者が

方商材発掘の近道！﹂と銘打

また︑﹁地方食材の宝庫！地

直されている昨今︑来年は頑

しました︒日本酒の良さが見

党の私としては淋しい思いが

もそれほど多くなく︑日本酒

試飲場は黒山の人だかりでし

の焼酎を一同に集めた円形の

焼酎ブームも定着したよう

に各地で地域のブランド化が

張ってもらいたいと思います︒

出展社が多かったために︑影

進められています︒農林水産

また︑平田牧場が取り組んで

で︑焼酎の人気を示すように︑

省も﹁食と農林水産業の地域

いる庄内平野の休耕田を利用

が薄いように感じたのは私だ

ブランド協議会﹂設立趣意書

した飼料用米プロジェクトは

芋︑麦︑米などあらゆる種類

を自省のホームページで紹介

これからの国内の米作りの一

けでしょうか︒

し︑地域ブランド化の取り組

つの指針となるでしょう︒

方の農産物に目を向け始めた

べられる農産物を求めて︑地

が︑ヨーロッパの多くの出展

みは十分伝わってきたのです

海外の出展ゾーンの意気込

た︒その半面︑日本酒は出展

みを述べています︒官民一体

といえるでしょう︒そういう

社が紹介していたワイン︑チ

となって︑安全で安心して食

意気込みを反映して︑和歌山

県などは創意工夫された展示

方法で︑存在感を示していま

した︒ただ︑まだ全国的には

それほど知られていない食材

をも売り出す機会なのですか

ら︑もっと展示方法を工夫し

たほうが良いところも見られ

要が見込めるのでしょうか︒

ルなどは日本で︑どれほど需

ーズ︑生ハム︑オリーブオイ

しまう人も出てきました︒で

飲酒の習慣そのものをやめて

からといって︑病気を契機に

です︒若い頃に充分に飲んだ

ったのですが︑こんなにおい

冷凍食品は今回の出展も多か

加工・冷凍食品です︒加工・

鶏︑養豚用のＬ︱

︐ＭＬ︱

のバイオ健康肥料が︑また養

ン・Ｃ︑アーゼロンゆうき等

適正価格で注目に値するのが︑ い 農 産 物 の 生 産 に ア ー ゼ ロ

すくすく成長をしています︒

春爛漫のこの時期︑作物も

︐アーゼロンＰＳＢの微生

毎年︑ご好評をいただいて

季節商品のご案内

チーズ︑生ハム︑オリーブオ
しいものもあるのかと驚きの

物含有資材が一助となること

イルは自分でもかなり試食し︑ は︑洋食に関心のある世代の
連続でした︒技術も格段に向

を願っています︒

おります︑さくらんぼ・スイ

上したのだと思います︒とは

他にも落花生やとうもろこ

代前

半はどうでしょう︒サブプラ

いっても︑中国の餃子問題以

丹羽久左衛門社長︵株式会

し・人参・枝豆などいろいろ

代︑

したが︑味の違いがよくわか
イム問題︑原油高︑バイオエ

後︑消費者の加工食品︑冷凍

社丹羽久︶から毎年︑招待券

代︑

らなかったのが実感です︒ま
タノール生産の影響による食

食品に向ける目は大変きびし

ご紹介いたします︒

代︑

た︑オリーブオイルは近年人
料品のあいつぐ値上げに私た

をいただいており︑会場でも

代前半までの世代

20

ます︒

いいたし

しくお願

予約を︑よろ

が︑早めのご

いたします

注文に対応

おります︒なるべく多くのご

め︑ご迷惑をおかけいたして

年もおいしく育っていますよ︒

カの季節ももうすぐです︒今

気ですが︑パンにつけて食べ

いものがあります︒多くの出

とりのある層は団塊の世代で
保障費も上昇しています︒

ちの生活は苦しくなるばかり

すが︑この世代が一番関心が
代から

能にする手段の一つが︑加

る習慣は日本でも根付くので

あるのは健康です︒豆乳や野

の多くは確実に家計が苦しく

工・冷凍食品だと思いますが︑

５月中旬にご案内を差し上

菜ジュースでも﹁ノンコレス

なっています︒どの家庭も外

消費者が安心して購入するの

お忙しい中︑色々とご教示い

テロール﹂とか﹁砂糖・食塩

食の回数を減らさざるを得な

にはまだまだ時間がかかりそ

展者が安全︑安心を掲げてい

無添加﹂などと明記されてい

いのが現状で︑高級食材であ

うです︒

です︒家のローンや子供達の

るものを選ぶ方が多いと思い

るチーズ︑ワイン︑生ハムな

しょうか︒日本で金銭的にゆ

ます︒そういう世代がカロリ

どが毎日の食卓に並ぶことな
国内外を問わず︑食品業者

げます︒例年︑人気商品のた

ーの高いチーズ︑生ハムを好

ど夢物語でしょう︒春闘でも

もこれから生き残りをかけて

ただきましたことにこの場を

んで食べるとはどうしても思

福田総理大臣や御手洗経団連

消費者とニーズに浸透し︑定

ましたが︑現時点でどれほど

えません︒私の回りでも︑こ

会長が賃金を上げるように大

着していかなければなりませ

教育費と出費が重なり︑社会

の世代の人たちも焼酎党が増

企業に要請しました︒しかし

ん︒消費者の健康志向を捉え︑

いずれもおいしくいただきま

17

め︑ご注文が追いつかないた

17

消費者は受け入れるでしょう︒ 借りてお礼を申し上げます︒

えていますし︑ビールをやめ

ながら︑この異例ともいえる

適正価格での販売が日本での
定着につながると思いました︒

手頃な価格で︑安定供給を可

発泡酒やホッピーに変える方

要請に対し︑ほとんどの経営

50

も多いのが実情です︒経済的

40

者は応えませんでした︒

安全でおいしく︑栄養価の高

育っています

50

そういう視点から見ると︑

今年も順調に

30

な理由からではなく︑痛風な
どの生活習慣病の予防のため

Foodex Japan 2008 会場風景
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特集
渡辺茂利さんを川上村に訪ねて
日本ライフ株式会社

も・・・︑素晴らしいお付き

中でも︑大石さんが次のよう

﹁一面に広がるレタス

合いをさせていただいている︑ に述べています︒
沢山の生産者の中でも・・・︑
もっとも思い入れの深い渡辺

農園さんです︒
﹂
︵ 2006.07.15) 畑・・・ 遠くから眺めると︑
レタスは︑標準では糖度が

合った畑なのに︑生育状態が

い畑と緑の畑・・・ となり

畑の色が違います・・・黄色
度といわれています︒とこ

町歩の栽培面積がありま

代表の㋻グループ５人で約

栽培していますが︑渡辺さん

クサイ︑ブロッコリーなどを

渡辺さんはレタスを中心にハ

わすことも度々です︒なんと

タスが売り切れの場面にでく

ていますが︑夕方に行くとレ

渡辺さんのレタスを買い求め

が店頭に並びます︒私自身︑

で︑渡辺さんの朝採りレタス

す︒毎年︑夏は成城石井さん

度が

て︑病害虫を寄せ付けないよ

じ・・・〝健康な身体を作っ

念では︑人間も野菜も同

りました︒
・・・渡辺さんの信

う？﹄と強い疑問が︑駆け巡

こんなに差が出るのだろ

候で︑栽培者によって﹃何で︑

ています︒同じ土地︑同じ気

あるものの・・・青々と茂っ

して地球温暖化による気温の

ム菌対策が欠かせません︒そ

村では︑どの農家もフザリウ

こるようになりました︒川上

因となるフザリウム菌がはび

それに加えて︑根腐れ病の原

しまったのです︒最近では︑

土壌中の有効微生物が減って

壌消毒を行なうようになって︑

常務取締役 門馬義幸

渡辺さんはブランドスーパ

もいえないしゃきしゃき感と

うにする！〟ということです︒ 上昇も土地の水を腐敗させ︑

全然違うんです！・・・渡辺

ーの成城石井公式ブログのト

おいしさが評判です︒安い値

悪玉菌がはびこる一因になっ

ろが︑渡辺さんのレタスは糖
今回は長野県川上村の渡辺

ップバイヤーブログにおいて

段で売られている苦いレタス

だから農薬も化学肥料も︑﹃適

ているのです︒湿度が上がれ

さんの畑では︑多少の被害は

茂利さんをお訪ねしました︒

も︑
﹁
﹃高原からの 想い ﹄で

とはあまりにも違います︒そ

切な時期に︑必要最小限だけ

ばそれだけ病気が出やすくな

の収穫量は長野県が全国第１
位︑長野県では川上村が県内
１位︵夏期︶となっています︒

す︒

るにあたり︑真っ先に思い浮

このブログのコーナーが始ま

適した土地でした︒ところが︑

恵まれた土地で︑野菜作りに

川上村は︑昔から腐葉土に

次第に連作障害を起こすよう

年作り続けたことで︑土地も

渡辺さんは話されます︒﹁長

心配になりました︒そんなと

できなくなるのではないかと

孫の代にまで良い状態で継承

度〜

川上村は 日本の高原レタス

紹介されています︒一部引用

して日持ちのすることにも本

使用する︒
﹄その考えが︑私の

ります︒このままでは︑親か

かんだ野菜︒一番最初に書き

近年は農地が疲弊してきたの

﹁青果課の大石です︒
・・・

込みたかった野菜です︒数多

きに︵平成

年︶︑スーパー

になり︑それを防ぐために土

4.5

です︒成城石井公式ブログの

4

く仕入れしている野菜の中で

11

の発祥の地 であり︑レタス

させていただきます︒

当に驚かされます︒

野菜に対する考えの基軸とな

ら受け継いだ農地を︑子供や

度 もある ので

2.8

りました︒
﹂

30

います︒アーゼロン・Ｃを使

んだり︑大変な努力をされて

はなく︑小麦を植えて鋤きこ

土作りには有機質資材だけで

にはいつも頭が下がります︒

への想い︑野菜作りへの想い

いますが︑渡辺さんの土作り

毎年春にご挨拶にお伺いして

だきました︒そのとき以来︑

アーゼロン・Ｃを使っていた

参与が説明に伺い︑さっそく

年春に︑原沢冨美子

ロン・Ｃを薦められました︒
﹂

の成城石井さんから︑アーゼ

津軽︑ジョナサンなど種類が

スーパーではリンゴは富士︑

種類以上も種類があるこ
100
とも今回︑初めて知りました︒

れていませんが︑レタスには

ているレタスには種類は書か

めません︒スーパーで売られ

半可な決意では農業に取り組

う方が増えてきましたが︑生

昨今︑農業に従事したいとい

仕事だと痛感いたしました︒

気力がなければ続けられない

われるという話には︑体力と

時から夜の９時まで作業に追

なので︑夏場の繁忙期は朝２

っと必要になると思いました︒

スのような高品質の農産物の

栄養価の高い渡辺さんのレタ

て食べられ︑しかもおいしく

行しています︒安全で安心し

もいます︒消費者の指向と逆

見栄えと日持ちを重視する方

には︑野菜の味や品質よりも︑

が︑バイヤーや農家さんの中

レタスだけではありません

す︒

に日本中が関心を持っていま

沖縄県伊是名村︵伊是名島︶にて

講演会でした︒

応答が続き︑大変実りのある

講演を行いました

日本ライフ㈱門馬義芳社長が

尚円王生誕の地として知ら

れる伊是名村で︑３月７日に

講演会が開かれました︒ＪＡ

おきなわ伊是名支店会議室に

おいて︑高良精利氏︵加工管

理課課長︶の司会により︑名

嘉清光氏︵ＪＡ伊是名支店支

店長︶の﹁有効微生物を活用

したＪＡ伊是名支店の取り組

み︵工場排水︑堆肥作り︶か

ら始まりました︒森山紹一会

長︵有限会社ライフ沖縄︶の

講師紹介の後︑門馬義芳社長

が﹁微生物を利用した健康︑

農業︑環境作り﹂と題し︑講

演を行ないました︒その後︑

吉田みどり氏の﹁ぼかしの作

り方﹂の説明があり︑質疑応

名が出

つくり」会場風景

平成

うようになり︑グループのお

明記されて店頭に並んでいま

現在では渡辺さんのレタス

成城石井の野菜のシール

提供がこれからはもっと︑も

一人の畑では︑３年目で根腐

れ病が出なくなったそうです︒ すが︑レタスには種類が明記

者にレタスをアピールし︑消

されておりません︒レタスの

くようになってきたのだと思

費者が今以上にレタスに関心

﹁アーゼロン・Ｃを使うこと

います︒おかげで畑もずいぶ

を持つ一つの試みになるので

品種を紹介することも︑消費

ん肥えてきました︒大地の土

はないでしょうか︒

地を次の代まで残してあげる

は成城石井さんだけではなく︑

答に移りました︒約

「微生物を活用した健康、農業、環境

右：日本ライフ㈱社長門馬義芳

で︑土着菌がしっかりと根づ

着菌と先代たちが努力してつ

ことが︑現代の私たちのつと

モスバーガー他こだわりのお

席されましたが︑活発な質疑

40

くりあげてきた恵み豊かな大

めだと思います︒
﹂と渡辺さん

店にも納品されています︒中
国の餃子問題以来︑食の安全

は話されます︒
川上村は短期集中型の産地

ブランドスーパー

12

直売所・観光農園︑食材の

されました︒登録は無料です︒

を目的にホームページが開設

を 結 ぶこ と

者 と 消費 者

携 わ る生 産

ま な 分野 に

す る さま ざ

を は じめ と

ド に ︑農 業

を キ ーワ ー

地 産 地消

また︑ホームページをお持

は︑是非登録してください︒

と園芸のサイトをお持ちの方

売所︑食材の産直・通販︑花

を目的としています︒全国直

き︑内容を充実していくこと

っている方にご協力をいただ

食の生産や販売に真摯に携わ

関心を持つようになりました︒

契機に︑日本中が食の安全に

ています︒中国の餃子問題を

通販のサイトが主に紹介され

特別栽培米「定吉米」

らのサイト内に︑直売所を紹
介するページを作成いたしま
すので︑ご相談ください︒
地産地消とは﹁地域生産︑
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検査をクリアし︑秋田県農業

公社から特別栽培米の認証を
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化学肥料を一切使わず︑農

薬も慣行栽培の３割以下しか
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消と言えるでしょう︒
日本ライフ株式会社のバイ
オ健康有機肥料アーゼロン・
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〒018‑
3331

か？確かに︑平成５年の冷害の

これからも続くのでしょう

きました︒果たしてこの状況が

米を輸入するように迫られて

米の輸出国から日本はもっと
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使用していません︒定吉米を

栽培されている農家のお一人

年以来お使

が渡辺正一さんです︒アーゼ
ロン・Ｃを平成

バランスが良く︑冷めてもお

す︒定吉米は甘み︑うまみの

いしい米作りをなさっていま

誤研鑽を重ねられ︑安全でお

んは大森さんと共に︑試行錯

いいただいています︒渡辺さ
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連絡先 www.chisan-chisho.jp

ちでない直売所の方にはこち

登録しませんか？

産直・通販︑花と園芸の産直・

Chisan-Chisho.jp(チサンチショウ･ドットジェーピー)に

際には米不足に陥り︑タイ米
を緊急輸入したことがありま
した︒ところが︑現在は各国

日︶に

現在︑畑では昨年植えたタ

ン草︑小松菜︑ミズナ︑ゴボ

思います︒これから︑ホウレ

てでも一部挑戦してみようと

マネギ︑キヌサヤ︑スナック

ウ︑大根の種を撒きます︒そ

ス抜きを行います︒

エンドウが日ごとに大きくな

レン草も食べごろです︒冬の

㎝ぐらいになりました︒ホウ

驚くほど長くなっています︒

を吸収しているためか︑根が

草もアーゼロン・Ｃの栄養分

れと平行して草取りです︒雑

寒さに耐えたホウレン草です

抜いた雑草や野菜の残渣は畑

っています︒ニラも背丈が

から︑甘みもあり︑根の赤い

があるとのことです︒近い将

政府も輸出規制に傾く可能性

エジプトの４カ国です︒タイ

デンウィーク前後に︑キュウ

の季節になりました︒ゴール

満開です︒いよいよ家庭菜園

本社のある狛江市のサクラも

ならなかったのですが︑春の

もあり︑期待したほど大きく

冬の間は露地栽培ということ

チベールにも挑戦しました︒

べています︒今回︑初めてプ

急に暖かくなってきました︒ おいしく︑おひたしにして食

まいましたが︑この花が案外

また︑小松菜も花が咲いてし

用しています︒

草も無駄にせず︑土作りに利

わります︒畑に生えている雑

に分解し︑短時間で堆肥に変

どの土中生物があっという間

のですが︑微生物とミミズな

ゼロン・Ｃと米ぬかをかける

堆肥になります︒時々︑アー

部分もおいしく食べられます︒ の隅に重ねておくと数ヶ月で

来︑米の獲得競争が世界で始

リ︑トマト︑ナス︑ゴーヤな

声を聞いたとたんに︑どんど

位７カ国の中で︑自国への供

まることも考えられます︒そ

どの苗を植える方が多いと思

ん大きくなりました︒塩茹で

の伝統食の寿司が世界中で人

輸出が始まっています︒日本

際︑米は中国︑台湾を中心に

を使っての土作りを行なって

ぬか︑それにアーゼロン・Ｃ

落ち葉から作りました︶と米

私は自家製堆肥︵生ごみと

えました︒通常は２本仕立て

３月末にはジャガイモも植

す︒

ない甘みが口の中に広がりま

べるのですが︑なんともいえ

は︑インド︑中国︑ベトナム︑

降米の輸出規制を敷いたの

んなときに︑日本のおいしい

いますが︑その前に土作りが

気です︒その寿司米に日本の

います︒堆肥は土中に埋め︑

ですが︑今年は﹃現代農業

にしただけで何もつけずに食

米が使われることも夢ではな

アーゼロン・Ｃと米ぬかを撒

いと思います︒

き︑鋤きこみます︒播種や苗

年４月号﹄に掲載されて
2008
いた超高ウネ栽培の１本仕立
を植える前に数回耕して︑ガ

収穫したプチベール

お米が世界で人気が出てくる

準備は万端ですか？

必要です︒

家庭菜園の季節です。

のではないでしょうか？実

給を優先するために︑昨年以

15

で国内需要が高まり︑米が急
騰し輸出が今までのように出
来なくなりました︒﹁米市場︑
年３月

停滞の危機﹂︵﹃日本農業新
聞﹄平成
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よれば︑世界の米輸出国の上

20

編集後記

お正月を迎えたと思った

ら︑もう４月です︒年々時間

の経つのが早くなる気がしま

す︒
﹁光陰矢のごとし﹂を実感

しています︒もっと時間を大
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切に使わなければと心底思い

ます︒

連日のように︑親・子殺し︑

無理心中︑無差別殺人と胸が

苦しくなるようなニュースが

飛び込んできます︒〝健土・

健食・健民〟の三健運動を強

化したいと痛切に思います︒

︵Ｙ・Ｏ︶

税金がすこしでも安くなる

のは大変喜ぶべきことと思い

ます︒が︑歳入が少なくなっ

た分︑どこで帳尻を合わせら

れるのか︑心配です︒必要な

︵Ｋ・Ｉ︶

税金は納得ができれば︑払い

ます︒

