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う循環型の有機農業は︑私にとって理想

赤城山の南側に位置する「 プレマ・オーガニック・ファーム 」は、有機農業にこだわり、年間を通して

小松菜を用いた商品も次々開発。未来を見据えた有機農業に取り組む飯野晃子さんを訪ねます。

が︑私たちの地域では通年栽培ができま

す︒昨年は台風に２度も襲われ︑冬は寒

波で伸び悩み︑出荷サイズに満たない状

況が長く続きました︒特に気象条件に左

右されやすい露地栽培は︑苦戦中です︒

ハウスでの収穫は１棟ごとに行いま

す︒収穫したあとは︑施肥と耕起をし︑

夏は土壌還元消毒といって︑米ヌカと牛

糞たい肥を入れ︑ビニールを敷いて蒸し

焼き状態にします︒こうすることで︑雑

また︑土のためには輪作︑それも科目

草の種や虫の卵が消えるんです︒

を変えたほうがいいので︑アカザ科のホ

ウレン草やセリ科のパクチーを植えたり︑

夏はイネ科のトウモロコシを植え︑収穫

後は根や茎も土に戻し肥料にします︒

小松菜は収穫後︑袋詰めしてから出荷

しますが︑ここが一番人手の必要な工程

です︒外葉を取り除いて︑規定の重量に

整えて詰めていきます︒取り除いた外葉

できれいなものは﹁もったいない菜﹂と

して販売︒フードロスを少なくすること

も意識しています︒また︑粗く切って乾

燥︑粉砕した﹁ぴゅあぱうだー﹂や︑
﹁有

機うどん＆そうめん ﹂
︑フェカリス乳酸

菌を加えた﹁生うどん﹂など︑有機加工

食品にも力を入れています︒

小松菜は栄養価が高く﹁健康と美容の

野菜﹂と言われます︒有機栽培を続けな

がらその利点をさらに伸ばし︑
﹁食と農﹂

の理想的な在り方を︑地域の人たちと一

緒に追求していきたいと思います︒

“In India I saw organic farming at its truest—growing livestock and using
the manure for fertilizer, using chili peppers for pesticide. Nothing was
wasted, and that’s my ideal here in Gunma, too. We have 62 greenhouses
and 8 hectares of open fields. We fertilize with rice bran and manure, rotate
crops, and grow komatsuna year-round. What’s not marketed is dried and
powdered and used in our original products.”

“Twenty years ago my father announced that he wanted to give back to the
earth,” says Akiko Iino, head of Prema Foods. “He bought some land and
started growing vegetables without pesticides or agrochemicals. Komatsuna
mustard spinach did especially well so he decided to make it his main crop.
When I was in graduate school my own interest in healthy eating grew, so I
went to India and studied sustainable farming.”

Japanese Ingredients for the World’s Top Kitchens
小松菜を主力に栽培しています。小松菜は、カルシウム、鉄分、ビタミン類、ミネラルなど栄養豊富な野菜。

回］

の﹁食と農﹂の在り方でした︒現在︑在

小 松 菜 栽 培を通して「食と農」の理 想 形を探る
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た︒牛を飼い︑糞を肥料に野菜を育て︑

未 来 に 届 けたい日 本 の 食 材

そもそもは事業家だった父が﹁大地へ

唐辛子を水に溶いて作物の害虫よけにし

たのが始まりです︒農薬や化学肥料を使

たり⁝⁝と身近なものですべてをまかな

恩返しできるビジネスがしたい﹂と 年

わず︑いろんな野菜にトライした結果︑

来種の小松菜を育てたり︑加工品には可

畑へご案内しましょう︒ハウスは全部

に学んだインドの影響が大きいですね︒

能な限り地元の食材を使うのも︑この時

当時︑私はまだ学生でしたが︑東京暮

棟︒露地は８ヘクタールあります︒
４カ月と収穫までの期間が異なります

小松菜は夏は 日〜約１カ月︑冬は３〜

で

有機農業を研究しました︒インドにはリ

関心が急に高まり︑大学院ではインドの

らしを始めるようになってから︑食への

うです︒

小松菜がよくできたので︑主力にしたそ

前に農地を買い求め︑有機農業に着手し
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健 康 的 な土 壌を調え、
栄 養 価 の 高い 小 松 菜を

小松菜は冬になると甘味を増すが、夏の暑さにも強く、
通年栽培が可能な野菜。季節に合った品種を選び、
冬場には在来種の栽培も行う。
プレマでは、露地とハウスの両方で栽培。
健康的な土壌を調え、土での栽培にこだわる。

渡辺紀子─文
中嶋大助─写真
text by Michiko Watanabe / photographs by Daisuke Nakajima / English text by Susan Rogers Chikuba
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1. 小松菜がバラバラにならないよう、根と茎の境目に鎌を入
れて収穫する。 2. 3. 収穫した小松菜は、カゴの中で同じ向
きに整然と並べられ、丁寧に運ばれる。4. プレマの小松菜は
自然食品店や百貨店などで販売。生でもエグミがなく、サラ
ダやスムージーにも向いている。オレンジの文字のパッケー
ジが目印。5. 畑から届いた小松菜はすぐに一本一本タオルで
根に付いた土を払い落として外葉を取り除き、重量を計って
から袋詰めされる。20 人ほどが作業にあたる。6.「ぴゅあぱ
うだー」は副材料ゼロ。100％有機小松菜なので、安心して
飲料や料理に使える。生うどんは群馬県産の小麦を使用。7．
飯野晃子さん。ナチュラルハウスで商品開発の仕事に携わり、
2006 年からプレマへ。海外へも小松菜を発信する。

1. A komatsuna plant is cut just above the root so the bunch stays
intact. 2 & 3. The harvest is crated stems-down and transported for
bagging. 4. Prema komatsuna is carried by high-end health food shops
and department-store produce sections. It’s not bitter and works well
raw, in salads and smoothies. 5. Employees wipe the stems clean,
remove the outer leaves, and weigh the greens before packaging.
6. From top left, pure komatsuna powder, fresh udon and dried somen
noodles. 7. Akiko Iino worked in product development at Natural
House before launching Prema.

◎プレマ・オーガニック・ファーム

群馬県前橋市粕川町下東田面303-4
Prema Organic Farm
303-4 Shimo-Higashitanabo, Kasukawamachi, Maebashi-shi,
Gunma
☎027-285-3314 premafoods.com
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