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◇ 全国全国全国全国ピロールピロールピロールピロール大会大会大会大会をををを振振振振りりりり返返返返ってってってって    

２０１０年度の第２１回全国ピロール大会は

栃木県で開催されました。全国から多数の方た

ちにお集まりいただき、誠にありがとうござい

ました。又、開催にあたり会場準備、地域の皆

様への広報と活躍していただいた栃木ピロー

ル会の皆様、お疲れ様でした。今大会では地元

の人たちにも沢山協力していただきました。感

謝です。 

ピロール農法との出会い、はやいものでもう

６年たちます。黒田さんと東京で運命的な出会

いがあり、栃木でピロール農法を始めました。

1 年程して一緒にピロール農法を始めた、星観

光ぶどう園の星さんと時々本気で話をしてい

ました。「黒田さんに栃木に来てもらって、全

国ピロール大会を開催できたらいいね。」それ

が本当に開催できることになるとは！思いは

通じると改めて思いました。 

さて今回の大会を栃木で開催するには、それ

なりに地元で協力者がいないと出来ないわけ

ですが、ピロール農法を知ってもらうにはいく

ら説明するよりも、この農法で出来た野菜を食

べていただくのが一番でした。その人達から沢

山の言葉（元気）をもらいました。こんなに野

菜って美味しい物なの・子供が喜んで食べた

よ・あの人参もっと欲しいな・昔の野菜の味が

するよ・どんな優れた農法でも美味しくなけれ

ば本物じゃないと思うけど、これは美味しい

ね・・これで大会のテーマは決まり、“美味し

い野菜の話”となりました。 

大会は２日間行い、1 日目は一般の人たちに

も大勢来てもらうように声をかけたので、実際

に農法を実践している皆さんの話を中心にし

て、各自の自慢（苦労）話を聞かせていただき

ました。ピロール農法の話は、黒田さんが思い

を込めて話をしてくれました。「酒井先生あり

がとうございます」の黒田さんの言葉と気持ち、

心に染みました。 

会場の外では皆さんが丹精込めて栽培した農

産物・加工品の販売を行いましたが、今でもあ

のとき買った野菜が甘くて美味しくて、どこで

手に入りますかと問い合わせがあります。あり

がたいことです。 

２日目は全国ピロール会の会員の方たちと会

場を移して、和気あいあいと会議をしました。

総勢４０数名の皆さんに参加していただいて、

最初にエルゴンの宇野社長に御挨拶していた

だき、福井県のピロール健康タチヤの山本社長

の元気のよい話から始まりました。 

次に栃木の人達は大会参加初めての人が大半

なものですから、まず一言ずつ皆さんで自己紹

介をしてもらうことにしました。しかし、ピロ

ール農法の人たちは元気があり熱いです。皆さ

んの思いと取り組みを、時間いっぱい語ってい

ただきました。 

これも年に 1 回皆さんの話を聞ける全国ピロ

ール大会とうれしくなったら、こんなことを思

い出しました。歌手の中島みゆきさんがコンサ

ートに来てくれた人達に話す、お土産言葉です。

「同じ時代に生まれてくれてありがとう」  

同感です。本当に皆さんありがとうございま

した。 （全国ピロール会会長 松田光司） 

 

ピロール大会２日目、お米の話をする山本氏 

ピロール新聞 
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◇ 福島福島福島福島のののの原発事故原発事故原発事故原発事故からからからから思思思思うことうことうことうこと    

東日本大震災が起き、早３ヶ月が過ぎよう

としています。被災地の皆様に心よりお見舞い

申し上げます。 

震災当日、一昨年より進めてきた“全国有

機農業の集い in 福井県越前市”の開催に向け

て、関係の皆さんと一緒に会場の準備を行って

いました。「大きな地震が起きた」とは知りま

したが、家に帰って驚きました。地震の揺れや

その後の火災で破壊された街並み、それ以上に

津波に飲み込まれていく街や田畑。特に仙台平

野の様子は、まるで増殖していくアメーバーの

ようで、ただただ驚くばかりでした。そしてそ

の後に起きた原発の事故。いくつもの“想定外”

が重なったかとも思います。がしかし、備えそ

して災害に対する訓練があればこれほど深刻

な状況には至らなかったのでは、と思えてなり

ません。 

さてこの様な状況の中で“全国有機農業の

集い”は、中川 清さんを実行委員長、玉井道

敏さんを事務局長として、大会テーマ「いのち

を育む有機農業、人と自然の共生を求めて」の

もと、３日間にわたり、越前市で開催されまし

た。初日は、震災の対応で大変でしたが、全国

各地から数百名の方が参集されました。開会式

の後、「福井県が生んだ食育の祖『石塚左玄』

に学ぶ」と題した岩佐勢市さんの基調講演に続

いて、実践報告、大会アピール採択、懇親会、

夜の語らいが、そして２日目以降は分科会や種

苗交換会、現地研修会など多彩な、そして濃い

内容の３日間となりました。 

今回の大会に関わる中で、たくさんの素晴

らしい農業者、そしてそれを支える方々と出会

いました。そしてその出会いを通して、今“農

業”を取り巻く環境が極めて難しい状況下に入

ったことを強く知らされました。戦後まもなく

は、農業の生産性向上に主眼がおかれてきまし

たが、今やその役割は食糧の供給だけではなく、

環境保全や共生社会の創出と、多岐にわたるよ

うになり、単に「農業＝食糧問題」という図式

から地域社会の問題として捉えねばならない

ところまで来ていると感じました。要するに現

在の農業問題は、生産者だけの問題ではなく、

全国民レベルの問題であると思いました。 

例を挙げるとするならば、“種”の問題です。

近年のバイオ技術の発展は目覚ましく、農業分

野では、F1 種と遺伝子組み換え作物などに応

用されています。F1 種については、古くから

知られたことを企業化したもので、市場との兼

ね合いを考えると許容できますが、遺伝子組み

換え作物に関しては、人体への直接的影響もさ

ることながら、組み換え遺伝子の自然界への拡

散を考えた時、安易に許容できるものではあり

ません。現に日本では栽培実績がない遺伝子組

み換え作物が、自生していると聞きます。 

冒頭の話に戻りますが、今回の震災を引き金

に、原子力発電所の「安全神話」は崩れ去りま

した。と言うか『安全』と思い込まされていた

ところから、目覚めただけかも知れません。こ

の事は原発問題だけに留まらず、身の回り全て

のこと、すなわち農業で言えば農薬や化学肥料

はもちろんのこと、種苗やその栽培方法、後継

者問題などなど、に当て嵌るのではないでしょ

うか。今、私達は、我が身が置かれた状況を顧

みて、今一度考えるチャンスを与えられたので

は、と思います。このチャンスを生かして、次

の時代を生き抜く『智慧』を身につけなければ、

私達に未来は無いように思います。 

最後に、震災でたくさんの方々が亡くなら

れました。心よりご冥福をお祈り申し上げます。

合掌。 （（株）エルゴン 宇野晃成） 
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◇◇◇◇    ピロールピロールピロールピロール資材資材資材資材をををを使使使使ってのってのってのっての感想感想感想感想   福井市福井市福井市福井市        服部服部服部服部    悟悟悟悟    さんさんさんさん    

私がピロールを使い始めたのは

友人の進めでした。その少し前か

らピロールのことは知っていまし

たが、使ってみようと決めたのは

友人の話を聞いてからです。使ってみて最初に

一番良いなと思ったのは、根の張りが格段にい

いということでした。根の張りがいいから刈り

取りの時に、コンバインがスリップや軟らかい

ところでクローラを取られることが無く、刈り

取りが出来るということでした。また、そのた

めに刈り取りの少し前まで水を張っておける

こけることでした。 

実際に４年間使っ

てみて実感しました。

この効果は米の腹白、

乳白を防ぎゆっくり

登熟させるので米粒

も大きくなるように思います。昨年の様な猛暑

の時もこれまでは、中干のあとはこまめに水管

理をしないと腹白、乳白米がでるので心配です

が、ピロールの田では水を十分に与えた方がい

いと思い、私の場合は刈り取り一週間前まで、

水を張っておきます。この状態で稲刈りをして

もクローラが田に取られることはありません。

これはピロールの稲株が従来の稲株より３倍、

４倍の根が張っている為だと思います。実際に

収穫のあとに稲株を掘ってみて、隣の田の稲株

と比べ、歴然とした差がみられました。この根

がコンバインを地中から支えているので安心

して稲刈りができます。使用する前までは家内

から早く水を切って田を硬くして欲しいと、耳

にタコが出来るほど言われ続けましたが、今ま

では聞き流しても自信を持って大丈夫と言え

ます。また家内も言わなくなりました。 

ピロール米の収穫は水を張っておけるので、

稲わらが最後まで生きていて鎌を入れると、ザ

クッ、ザクッと気持ちのいい音を出します。で

すから、藁の生気が無くなって倒伏を心配して

早く刈り取りをする必要はなくなりました。 

長く田に置いて安心して登塾を待てますか

ら青未熟、くず米が非常に少なくなり収量が上

がりました。反収一俵上げれば採算は合います。

昨年は猛暑で他家では、くず米が私の 3 倍以

上も出たと聞いています。実際私の田でも使わ

ない田では３倍ほど出ました。くず米が少なけ

ればその分収穫も上がります。 

これからもピロールは使っていきますが、

販売にあたってピロール米として買取しても

らえない為に、作付け全部に使えない悔しさが

あります。これから米価は下がる一方、どこま

で下がるのか心配でなりません。せめてもう少

し米価が明るい方向に向いてくれたらと願う

ばかりです。しかし、家族や孫に少しでも安心

な米を食べさせたいと頑張っている私です。大

阪の50年来の友人は喜んで買ってくれていま

す。美味しいと言ってくれます。ピロール米が

分ってもらえて買ってもらえるのが一番なん

ですが、あまり欲を出してもいけませんので今

は喜んで買って頂けるのを楽しみに作ってい

こうと思います。 

一年一年歳がいく毎にピロールの散布が苦

痛になってきています。未だ田が軟らかいので

田に入っての散布が大変です。今年は１袋を小

分けして２度で散布しています。秋の収穫を心

待ちに頑張っている今日この頃です。 

これからは畑物にもピロールを使い美味し

い野菜を作ろうと思います。 
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ピロール君は昨年より小さな畑で野菜を栽

培しています。昨年の土は山から来た赤土で、

微生物があまり居ないためにか、作物が育ち

にくかったのですね。 

今年も５月中旬にじゃがいも、ナス、パプ

リカ、きゅうり、しょう

が、そら豆、を植えまし

た。畑のことは、““““ピロピロピロピロ

ールールールール君君君君ののののひとりひとりひとりひとり言言言言””””ブログで順次報告してい

きます。お楽しみに。 
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＊＊＊＊やせたやせたやせたやせた土土土土でででで““““サツマイモサツマイモサツマイモサツマイモとととと枝豆枝豆枝豆枝豆””””をそだてようをそだてようをそだてようをそだてよう    

コンパニオンプランツって知っていますか？全く違った植物

を近くに植えたり、お隣に植えたりすると、お互いによく育つ、虫がつかなかった

りなどの相性の良い組み合わせのことです。「やさい畑」H23 年春号に掲載されてい

たサツマイモと枝豆の混植を紹介します。 

枝豆は、夏が暑く乾燥しすぎたりすると実が入らないことがあります。ところが、サツマイモ

と一緒に植えると、枝豆を刺激して実入りが良くなるのだそうです。そしてサツマイモにも利点

が。枝豆の陰になることで、サツマイモの蔓から出る根が伸びにくくなるので、蔓返しの作業が

不要になるとのこと。 

しかし本当の利点は土壌微生物が豊になるのだそうです。肥料分がたっぷりあり過ぎると「蔓

ぼけ」して、蔓や茎葉ばかりが伸びて枝豆やイモのつきが悪くなります。肥料の三大要素（窒素、

リン酸、カリ）の窒素分に関して、豆科は根に根粒菌と呼ばれる菌が共生して、窒素を取り込ん

で養分に変えています。（窒素固定といいます）一方サツマイモの組織内には「アゾスビリラム」

という菌が共生し窒素固定に役立っています。 

サツマイモと枝豆、お互い共生しながら育つというわけですね。 

＊＊＊＊野菜野菜野菜野菜をををを育育育育てててててててて、、、、美味美味美味美味しくしくしくしく食食食食べようべようべようべよう    ～～～～～～～～野菜野菜野菜野菜のののの本本本本２２２２種類種類種類種類のののの紹介紹介紹介紹介～～～～～～～～    

    

「もっとおいしい野菜のつくり方」 

林 重孝 著、家の光協会 

美味しい野菜づくりの参考書、ピロ

ール農法との組み合わせで、さらに

美味し野菜作り。 

    

「四季の野菜大図鑑」 

枻（えい）出版社 

野菜を美味しく食べるた

めのレシピがつまってい

ます 

＊窒素過多にご注意 

化学肥料や、有機肥料の中の窒素分に注目!! 土の中や葉に窒素分が多すぎると虫

が集まりやすいし、過剰な窒素分が植物に入ると野菜は苦くなり、その野菜を食

べると、私達の体の中で異変が起きてしまいます。土壌中で余った窒素分も硝酸

態窒素となり川に流れ込み、飲み水などの環境にも影響してきます。 

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝全国全国全国全国ピロールピロールピロールピロール会事務局会事務局会事務局会事務局よりよりよりよりののののおおおお願願願願いいいい＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

「ピロール新 聞 」原 稿 大 募 集    

  ・ 田んぼの様子  ・ 生き物調査  ・ 畑の野菜  ・ 土の様子  ・ 皆様の近況 

などなど どんなことでもいいのです。お送りください。写真もあれば、もっと嬉しいです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

～～編集後記～～ 

この新聞が皆様のお手元に届くのは、６月の中～下

旬かと思います。しばらくの間、ご無沙汰をしてしまい

ました。誠に申し訳ありません。年間少なくとも３回の

発行を、と思っておりましたが・・・、なかなか達成できな

い現状です。と言うことで、今回は内容豊富に４ページ

構成となりました。（字ばっかりで、すいません） 

さてここ越前市では、事務所周辺が緑（お米）と黄

金（麦）色で埋まりました。今年の秋にはコウノトリの放

鳥が計画されています。自然との共生、大きな課題で

す。ピロールもお役に立てるようがんばります。（Ｙ＆Ｕ）

皆様からのお便り

お待ちしています。 


