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ピロール新聞

＜人と大地をすこやかに＞

クオリティライフでは「人と大地をすこやかに」というスローガンを掲げて、日本人を健康にし同時に

日本の農業に貢献することを目的としています。日本の農業を考えていく中で見えてくるのは農産物

の値段が余りにも安いこと。生産者が生産し続けられないような値段が市場で当たり前になっていま

す。日本の農業を何とかするにはまずは農産物の値段を上げなければなりません。

そこで、食べ物に少し余分にお金をかけ、身体に良いものを食べて健康になろうとする人を増やすこ

とを考えました。こういう人が増えると日本人の健康が増進します。そして医療費が下がるのでトータ

ルではコストダウンになります。また農業が報われる産業になるので日本の農地がよみがえります。

この目的で「たまな食堂」という自然食レストラン、「たべごと教室」というクッキングスクール、そして

「たべもの商店」という自然食食材の店を開設しました。お陰さまでテレビや雑誌に注目され、現在

たまな食堂の知名度はかなり上がっています。

しかし日本人を健康にし日本の農地をよみがえらせるには、たまな食堂のようなお店をもっともっと

沢山出さなければなりません。そこで問題になるのが食材の供給です。無農薬・無化学肥料と言い始め

ると供給が極端に減ってしまいます。レストランも小さく運営している場合には食材の調達はそれなりに

可能ですが、規模が大きくなるとき安定した供給を確保することが難しくなります。

そこでピロール農法が問題を解決します。今までの農法にピロール資材を与えるだけというのは一般

の農家の方々でも容易に参入出来ることを意味します。それでアレルゲンフリーでミネラルたっぷりの

農産物が出来るというのは大変な朗報です。

クオリティライフでは今後「たまな食堂・たべごと教室・たべもの商店」による農産物の”出口”を拡大し

つつ、ピロール農法の生産者を増やし、日本人の健康と日本の農業に貢献したいと考えております。

＜和歌山県でのピロール農法の現状＞

南紀白浜に本拠地を置くクオリティライフ株式会社では、2012 年、和歌山県那智勝浦町と上富田町で

地域の農家さんの協力を受け、ピロール農法で米を作りました。これが和歌山県内での初めてのピロー

ル農法の取り組みでした。両地域とも、元来美味しい米ができる地域だったのですが、ピロール農法で

作ると更に美味しくなることを生産者の皆さん自身が実感し、彼らの間で一気にピロール農法に対する

関心が高まりました。

米以外の作物をピロール農法で作ったらどうなるかという関心から、那智勝浦町の皆さんが福井県へ

のピロール農法見学を実施し、様々なピロール農産物の圧倒的な質の良さを目の当たりにします。そし

て 2013 年 2 月、横須賀市で開催された全国ピロール会に参加します。ピロール農法を熱く語る古くから

のピロール信者と交流し、全国で作られた様々なピロール農作物を目にします。

クオリティライフでは、2013 年度の米作りに関しては前年度の約３倍、12 トンにしました。しかしピロー

ル農法に興味を持った他の農家さんの参加もあり、2013 年度の那智勝浦町と上富田町でのピロール米

の合計の生産量は27.6 トンと推定されます。他にニンニク、みかん、イチゴなどの生産もピロールで行わ

れており、今後さらに生産物の幅が広がって行くと予想されます。

2014 年 2 月８日に全国ピロール大会が南紀白浜で開催されます。和歌山県はピロール農法に関して

はまだまだ後進県であり、この大会をきっかけとして大きな広がりを作りたいと考えています。

クオリティライフ株式会社

代表取締役 浦 聖治
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◆ 栃木ピロール会より ◆

栃木ピロール会主催の収穫祭が 11 月 30日に開催されました。

あらたに渡邉欽蔵氏が会長に就任し、新生栃木ピロール会を立ち上げての初のイベントとなりました。

渡邉会長のきんちゃん農場を会場として行われ、エルゴン様より寄贈いただきました看板が当日

完成しお披露目の場ともなりました。見通しの良い道路際に建てられた 酸性の米から弱アルカリ性

のピロール米に変えませんか の看板は道行く車の中からもハッキリと目立ち、今後ピロール米の

宣伝効果に期待がもてます。

栃木県内広い地域から多数ご来場をいただき参加者は 53 名を数え、国会議員の簗和生氏、県会議

員の斉藤孝明氏はじめ県の行政からも参加いただき、ピロール農法に対する関心の高さがうかがえ

ました。また、生産者・消費者の方々、ピロール生産物を扱って戴いている販売店からの参加もあり、

多方面の方々の交流の場となりました。

開会後ピロール米ユーザーのアトピー改善の体験談、生産者からは販売の中でのお客様の反応や

それを通してのやりがいなどのお話がありました。

お客様にはピロールの良さを実感していただくため会員が生産物を持ち寄り、餅つきやもみ殻かま

どで炊いたご飯、ピザ窯で焼いた米粉ピザそしてけんちん汁ほか野菜の料理に工夫を凝らし、おお

いに食べおおいに飲み盛り上がりました。

曇り空からのスタートでしたが、午後からはカラッと晴れ渡り実り多い収穫祭の 1 日となりました。

渡邉欽蔵さん（http://kincyankoubou.com/）がお米マイスター米コンテストに入賞しました。

今後益々精進していきたいと語る渡邉さんです。

◆ 長野ピロール会より ◆

ピロール米が食べられるスキー場民宿のご紹介です。

信州・飯山 戸狩温泉「お宿 本屋敷」（もとやしき）

〒389-2411長野県飯山市大字豊田6652番地

TEL 0269-65-2132 FAX 0269-65-2326（http://www.motoyashiki.jp/）

来年度からはピロール野菜等も検討いただいているとのことです。

・宿泊予約の際に、「ピロール米を食べたい！」とお申し出ください。

・宿泊タイミングにより、「レア豆富」（ピロール大豆まるごと豆富）も食べれるかも？

◆ 福岡ピロール会が活動を始めて 1年近くになります。元気な声が届いております。

◆ 10月 20 日(日)に、福井テレビ局にて「ふくいユネスコフォーラム 2013」が開催され、

長野県小布施のカネト園 利根川 成子さんと NPO 法人 農と地域のふれあいネットワーク

多田 憲市さんの基調対談がありました。また会場では、利根川さんのピロールりんごや

ぶどうなど果実の販売もあり、大盛況のうちに完売となりました。
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◆ 10 月 31 日(木)～11 月 2 日(土)東京ビックサイトにてオーガニック EXPO が開催され、息つく

暇もないくらい大盛況だったそうです。持参した玄米は全部売切れ、来る人の関心の高さが伺える

イベントでした。

◆ 11 月 7 日（木）に福井県鯖江市にて、福井ピロール会ピロール農法勉強会を開催しました。

（株）オカヤマ 岡田さん、ピロール米生産者 谷口 伝作さん、JA 営農指導員 中兼 正広さん、

（株）エルゴン 黒田 与作社長、（株）ピロール健康タチヤさんの講演など、いろいろな方々に講演

や実践報告、講義などしていただきました。また当日は、福井でピロールに永年貢献していただい

ている、松村 清造さん、今村 衛さん、谷口 伝作さんに感謝状と目録が贈られました。

◆ 2013 年 12 月号の「致知」という月刊誌に、ピロール米の広告が掲載されています。

12、1、2 月号と 3 ヶ月連続で掲載されます。ピロール米についての問い合わせがかなりきている

ようです。

◆ 11 月 20 日、テレビ東京の「戦士の逸品」という番組で、バイク王の社長加藤義博氏が取り上げら

れ、加藤氏のお気に入りの「戦士のちから飯」が、東京六本木のお店「チアカウンター」で出される

「ピロール米」だと紹介されていました。スホートフォンでしか動画が見られないのですが、検索欄に

「テレビ東京 戦士の逸品」と入力→その中の「戦士が食した「チカラめし」」をクリック→出てきた

一番上の「ピロール米」をクリック→チカラめし動画が見られるので、そこからピロール米について

見られます。スマートフォンをお持ちの方は、是非一度見てみてください。

（i-pad でも見られるようです）

◆ ピロール野菜を食べて頂いた野中ともよさん(元 NHK キャスター)から激励の電話がかかって

きました。嬉しいことですね。

◆ 12/1 に総合医学会大阪大会にピロール出展しました

◆ 12/16 横浜国立大学において、全国ピロール会を一般社団法人化への組織づくりなどピロール

農法発展のための協議が開かれました。
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◆ 第 23回全国ピロール大会 （詳細は別紙参照）

1 日目 2014 年 2 月 8日（土）

会場 : 和歌山県立情報交流センター Big ・ U 多目的ホール

住所 : 和歌山県田辺市新庄町3353-9

TEL 0739-26-4111 URL http://www.big-u.jp/

2 日目 2014 年 2月 9日（日）

会場 : クオリティライフ株式会社 白浜本社内セミナールーム

住所 : 和歌山県西牟婁郡白浜町83-68（株）エスアールアイ内

TEL 0739-43-2610 URL http://qualitylife.co.jp/

※ 申込期限 平成 26年 1 月 15 日（水）

※ お問い合わせはクオリティライフ（株） 担当 岩城さんまでお願い致します

◆ 国産米商談交流会

2014 年 2 月 16 日（日） AM10：00～16：00

すみだ産業会館8F

ピロール米農家が出店します

◆ 健康博覧会 2014 出展

2014 年 3月 12(水)～14(金) AM10：00～17：00

東京ビックサイト

★ 事務局より 全国ピロール会会員の皆様へ★

宛名の下に、★マークのついてる方は H25年度会費を納入いただきました。

ありがとうございました。

この全国ピロール会は皆様からの会費で成り立っております。

未納の方は、ゆうちょ 記号 00750-0 番号 12673 までご入金いただ

けますよう宜しくお願い致します。

※ 全国ピロール会総会の出欠ハガキを 1月 15 日（水）までに返送ください。

★エルゴンより★

◆ ピロールポンカン・文旦予約受付中！
ピロールポンカン（高知県産） 1 月中旬頃

10kg 5,600 円

5kg 3,000 円

ピロール文旦（高知県産） 1 月中旬頃

10kg 5,000 円

5kg 2,700 円

※ 価格はすべて昨年の価格（税込）です。（送料別途）

天候などにより、収穫時期・価格が変更になる場合もございます。ご了承ください。


