す

はく

伝統を話す人の姿に感動
し、自分の地元が誇るもの
は何か深く考えさせられ
た。思い浮かんだのは伝統
野菜だった」と千葉さん。
「地元の食材を残したいと
思った」と、２０１４年か
ら栽培に取り組んだ。
余目ネギは、一本立ちネ

ギの生産に向かない岩切余

目地区が発祥。ある程度生

長した時点で抜き取り、傾

斜をつけた圃場に寝かせて

土をかぶせて育てる「やと

い」という方法だ。太陽に

向かって起き上がろうとす

るネギは曲がって成長する

【丸森町】丸森町の佐藤

が、『伝統』にこだわって

間がかかり収量も少ない

ん。「一般的な野菜より手

て丁寧に手作業する千葉さ

０㌔の繭を生産する。

００５年に継ぎ、年間８０

から営んできた養蚕業を２

靖さん（

月から６月上旬までの収穫

で育苗し、９月に定植。

年秋から県内全域で収穫が
始まる。

を見込む。施肥管理は模索
中だといい、とちおとめに
比べ２倍の施肥量を投入し

伝統や文化の継承に意気込

就農する人が多く刺激を受

当時、町外からＩターン

戸まで縮小。

古くから続く伝統を絶やさ

学校で行う養蚕の体験学習

と佐藤さん。母校の大張小

今後は年間１㌧の生産量を
目指す佐藤さん
に蚕を提供する他、東京の
大学生を受け入れて指導す
るなど、振興に努める。
出荷は春から晩々秋まで
５回行う。「良い桑が良い
繭を作る。また、供給する
桑葉の量が足りていないと
病気にかかりやすく、繭の
サイズにもばらつきが出て
しまう」と佐藤さんは話
す。
万頭の

桑の葉を早朝から刈り取
り、１日３回、約

蚕に与えていく。鮮度の良
さが蚕の育ちに影響するた
め、刈った葉はその日のう
ちに与える。こまめに除草
して十分な管理を心掛けて
いる。
まぶし

給餌を終えた蚕は蚕室か
じょうぞく

ら蔟と呼ばれる格子状の道
具に移し（上蔟）、繭作り
が始まる。蔟は蚕の比重に
よって回転し、その過程で
蚕は適した区画を決めてい
く。上蔟作業は一日かけて
行う。
「蔟に並んだ繭の出来上
がりが良いと充実感があ
る」と佐藤さん。「高級志
向の購買意欲に応えていき
たい。安定して高品質な繭
を作るため、先輩農家の技

㌃、柿

術を勉強していく」と次を
見据える。
▽経営＝水稲
㌃

（齋藤）
キーニ販売金額１億円を目
指す「Ｚ １
- プロジェクト
（ズッキーニのＺと目標金
額１億円が由来）」を立ち
上げ、産地ＰＲや消費拡大
にまい進している。
佐藤さんはＪＡ新みやぎ
栗っこズッキーニ部会長を
務めていて「部会の会員

人で技術情報の交換を行っ
ているので、新たに栽培を
始める人も心強いはず。部
会独自の生産費助成もある
のでぜひ取り組んでほし
い」と呼び掛ける。
佐藤さんは２月下旬に播
種し３月中旬に定植、収穫
は４月中旬と一般的な栽培
より１カ月早い。ハウス内
にトンネルをつくり防寒対
策は慎重に行う。
岩佐さんは「新品種を手

てもらい、もっと知名度を

栽培を地元の人たちに知っ

なかったり、害虫防除の影

欠かせない人工授粉を行わ

栽培当初はズッキーニに

生産者、ＪＡ、行政が一体 いきたい」と抱負を話す。

同市では２０１５年から 面積を広げ従業員を雇って

と話す。

は以前より安定している」 もらえる姿を見るとやりが

大が進んだので、市場価格 たズッキーニを手に取って

「販売店で自分の生産し
掛けるうえで不安はつきも

上げていきたい」と意気込

響で受粉を補助するミツバ

となって生産拡大に着手。

認知度が高くなって消費拡

の。けれど、これからの県

みを話す栗原市築館の佐藤

チがいなくなったりと失敗

間６㌧を収穫する。

にこベリーの出来が良く、

産イチゴの一端を担うにこ

続きだったという佐藤さ
ん。「今ではズッキーニの

㌃

（佐々木貞）

▽経営＝水稲２㌶、野菜

いを実感する。今後は栽培
今年から本格栽培に踏み切

）は、２０１０
㌃で年

年までにズッ

和好さん（

め、ハウスと露地

年には、

年からズッキーニ栽培を始
「とちおとめは奇形果や

（高橋康）

にこベリーの生産者が増え

【栗原市】「ズッキーニ

栗原市築館・佐藤 和好さん

ズッキーニにかける

してもおいしいよ。

き」がおすすめ。天ぷらに

ズ ッ キ ー ニ は「 チ ー ズ 焼

ないよう力を尽くしたい」

「貴重な養蚕農家として

している。

丸森町も今は５戸まで減少

県内最大の繭産地であった

が、現在は

５６年は１万７千戸だった

県内の養蚕農家は、１９

い就農を決意した。

元に貢献しなければ」と思

けた佐藤さん。「自分も地

む。

（櫻井）

４１

ることに期待したい」と話

ているという。

）は、曽祖父の代

したい」という声を聞いた
栽培を続けたい」と話し、

やすし

本大震災後、支援で演奏巡
ことが農業に携わるきっか

頼らず、品質を守るため全

殺菌剤や除草剤、農薬に

がある。

い部分が多く太く育つ特徴

が、このストレスで身の白

▲

葉さんはデザイナーや輸入

㌢ほどのぶつ切りにして風味や食感

むのは、仙台市宮城野区岩
品販売業、ミュージシャン

余目ネギは

切で「千葉農園」を営む千
として活動していた。東日

惜しまず妥協しない。全て
演をしたときに、地元を離

を味わって。鍋や「一本焼き」もおすすめ。

【仙台市】６種類の仙台
）
。「手間を

あまるめ

が品質を守ることにつなが

伝 統 野 菜（「 余 目 ネ ギ 」 葉英明さん
（
なが な

ば しょう な

「 仙 台 長 茄 子 」「 仙 台 白
さい

「地元への思いや地域の

けだという。

人たちの「地元でまた暮ら

れることを余儀なくされた

菜」「仙台芭蕉菜」「仙台
いも

っている」と話す。

ゆき な

両親は農家だったが、千

雪菜」「からとり芋」、栽
培面積 ㌃）栽培に取り組

地域農業を次代につなぐため、信念を持って

取り組む農業者たち。伝統を誇りに、そして新

しさを武器に、それぞれが高みを目指し進む姿

多収性のにこにこベリーで

月２週号で紹介する。

月から収

果 皮・ 果 肉 の 赤 み が 鮮 や か

ろん、業務用イチゴとしてケ

栽培は７、８月にハウス

増収を目指す。

うこともあった」といい、

しまい、収量が減ってしま

時期」と岩佐さん

穫 す る。
「今は葉かき作業の

にこにこベリーは

伝統を誇りに
選
ん
だ
道
を
まっしぐら
を、今週号と

出荷後の繭は着物などの製造に使われます。

った」と経緯を話す。

山元町・岩佐 信勝さん

イチゴ産地の振興へ

ーキなどにも使ってほしい。

輸送性に優れる。生食はもち

で、果肉がしっかりしていて

新しさを武器に

【山元町】「見た目と食
味の良さを兼ね備えた『に
こにこベリー』を県内の皆
さんに試してほしい。収量
増にも期待している」と話
すのは、山元町
いわ さ のぶ かつ

の岩佐信勝さん

（ ）
。高設養液

栽培施設で県育

成のイチゴ・に

こにこベリーと
㌃

「とちおとめ」

をそれぞれ

栽培する。
にこにこベリ

ーは、甘味と酸
味のバランスが
えん

良く、果形は円
すい

錐形。果肉が赤
いことから切り

口の見栄えが良

く、生食以外に

加工利用にも適

している。「も

ういっこ」ととちおとめの
交配種で、県農業・園芸総

２０１７年から県の試験
栽培に協力してきた岩佐さ

す。

７０

年かけて開発

６０
６４

ＮＯＳＡＩ宮城
仙台市青葉区上杉
１丁目８番１０号
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未熟果の発生が多くなって

２０

合研究所が

蔟のなかの繭

やとい法で太く育つ余目ネギ

購読申込先
１０

４２

１０

３６

丸森町・佐藤 靖さん
１６

した。震災を乗り越えてで

ズッキーニのハウスで、右から佐藤さん、
息子・賢二さん、妻・敦子さん

質・量ともに安定を

出荷箱に詰めた
ズッキーニ

１１

１５

地元への貢献を胸に
新品種
「にこにこベリー」 増収に期待

養蚕のともしび守る

仲間と一緒に
産地化

からとり芋の畑で千葉さん。
「仙台の伝統野菜を多くの人
に知って食べてもらいたい」
と話す
にこにこベリー
（提供＝県農業・
園芸総合研究所）
１１

２５
１２

１１

ん。「 年に収穫したにこ

２０

２５

ｐａｒｔ１
６２

きた県育成新品種として今

１８

６５

仙台市・千葉 英明さん

労惜しまず伝統野菜
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