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賀茂郡松崎町

栄久ぽんかん

我がぽんかんは栄 久に不 滅です ︒

2 021年

栄久ぽんかんのことを聞いてみました

取 材 先 ⁝三余
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特 集 栄久ぽんかん

松崎町だけで栽培される幻のぽんかん
伊豆半島西南部に位置し変化に富んだ海

回らず、栽培が難しいことも相まって現在

かんと何が違うのかということを調べ始

は２軒の農園のみが栽培する幻のぽんかん

め、“高牆（こうしょう）系”のぽんかんであ

なのである。

ることが判明。ようやく松崎町ブランドに

その歴史は、昭和９年に遡る。三余農園の

も認定されるようになったという。幻なが

人口約6,000人ほどの小さなまち。駿河湾

２代目である土屋栄久氏が、
「海外（台湾）に

ら、なんともゆるやかなスタートではある

越しに富士山と南アルプスを望む棚田や昔

美味しいみかんがある」と聞いたのが始ま

が、兎にも角にもその美味しさが繋いだ栄

ながらのなまこ壁が趣を漂わせるこのまち

り。知人を通じて穂木を手に入れ家の庭先

久ぽんかんの歴史なのである。

は、映画のロケ地としても有名である。日照

のウチムラサキ（文旦）に接いでみるとそれ

時間の長さや温暖な気候、駿河湾内から程

はそれは美味しいみかんができたというこ

岸線や豊かな自然環境を有する松崎町は、

歴史を受け継いだ５代目

よく入り込んでくる潮風が柑橘類の栽培に

とで、その木を継ぎ増やしていったのだと

適している。海沿いに広がる山々は、豊富な

いう。当時は品種も分からずとにかく美味

養分を含みながらも山の斜面を活用した畑

しいという理由で引き継がれたものを、3代

で迎えてくれたのは、土屋

は適度な水はけの良さも併せ持つ。

目が調査を開始。ぽんかんだということが

園の５代目である。人さんは実は、2015年

判明した。３代目もとにかく美味しいぽん

にUターンで地元に戻ってきた。大学進学

は百年以上受け継がれている。正式な品種

かんを受け継ぎ４代目へとそのバトンが渡

の際に地元を離れ、卒業後３年間の会社員

登録はされていないため一般の市場には出

された。４代目がこの美味しさは他のぽん

経験と１年間の県の果樹研究所センターで

そんな土地で栽培される「栄久ぽんかん」

待ち合わせ場所に到着した私たちを笑顔
人さん。三余農

賀茂郡松崎町

かもぐんまつざきちょう

の経験を経て、後を継いでいる。３兄弟の次

れれば良いと思っていた、と。しかし、何の

がりやすい時期を逃してしまうと、経営的

取材をさせて頂いた畑には、当然のこと

男である人さん。最初から後継ぎになるこ

強制もされない人さんが戻ってきたという

にはいかがなものかと余計な心配をしてし

ながら多くの樹があり、大きさや日当たり

とが決まっていた訳ではなかった。社会人

事は、言葉以上に父母の背中からにじみ出

まうが、三余農園の顧客はほとんどが個人

も様々。その中からどうやって収獲のタイ

になり、３年を目途に今後どうするかを考

る地元とぽんかんへの誇りを感じ取ってい

客で売り切れてしまう。リピートする方が

ミングや順番を決めるのか、と聞いてみた。

えようと思っていたのだという。最終的に

たのかもしれない。人さんが地元に戻り就

ほとんどという事で、その味の良さから固

基準となる１本を決めてあり、１年の収穫

は兄弟で話し合って決定したことではある

農して５年ほど。日々試行錯誤の中で工夫

定ファンがついていることが伺い知れた。

のスタートはその樹で判断するのだとい

が、昔から兄弟のなかでも一番多く手伝い

を続けている。通常は月に１回程度の農薬

をしていた人さんが、農園が途絶えてしま

散布が基準となっているぽんかんの栽培だ

う。そこからも１本１本の色づきや状態を

うのはもったいないとその歴史を受け継ぐ

が、減農薬を進め、現在は６月の梅雨の合間

３代目の時代から５〜６年前までは、自宅

べてみて、自分たちの舌で確認した一番い

形となった。歴史ある代々の稼業を継いで

頃に１度の散布のみ。エコファーマーの認

をユースホステルとしても運営していた土

い状態でお客様に届けるんです。美味しさ

もらえるよう、親から兄弟に常々言い聞か

定も取得した。

屋家。その広い家を農家民泊として活用し

が自分の想像を超えてくるときもあるんで

人さんには、更にこの先の構想がある。

みて、収穫時期を判断している。
「 実際に食

せて育てたのではないかと予想し、４代目

通常のぽんかんは、12月ごろに収獲時を

たり、農業を始めたい人材を育成するため

すよ！」と、くるくるとした瞳を輝かせて、

（人さんのお父さん）に質問してみると、予

迎えてお歳暮やお年賀の時期にも数多く取

の研修も行いその宿泊の場としても考えて

嬉しそうに栄久ぽんかんについて語るその

想外の答えが返ってきた。継いでほしい気

引される。比べて、栄久ぽんかんはそれより

いるとのこと。増え続ける遊休農地解消の

笑顔は、確かな自信と愛情に満ちていた。

持ちが全くなかった訳ではないが、子ども

もさらに時期が遅く、１〜２月ごろが一番

為にも松崎での栄久ぽんかんの再興の為に

たち自身がやりたいことに進んで行ってく

美味しくなるのだそう。年末商戦で値が上

も、人材育成も視野に入れているのだ。

幕末からの教えを受け継ぎ、
真心込めて
農作物と向き合う笑顔のエコファーマー
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１. 山頂に位置し栄久ぽんかんの木々が生い茂る三余農園。 ２. 三余農園から望む松崎の海。 ３. 形成層の部分をくっつけると接木（つぎき）が可能となる。
４. 台木に栄久ぽんかんを接木する。 ５. 幹や枝に別の品種の穂木を接木し、新しい品種にすることも可能。 ６. 下草を刈り手入れを行う。木には鹿による被害
も見られる。 ７. 樹齢 70 年以上の栄久ぽんかんの台木。太く力強い台木から、たくさんの栄久ぽんかんが実をつける。 ８. 糸やロープなどで工夫し、鳥からの
被害を防ぐ。 ９ . 同じ台木から２種類の柑橘が実をつけている。 10. 色付き始めた栄久ぽんかん。 11. 収穫で使用する三余農園の籠。 12. 自ら味を確かめ品
質チェックし、出荷時期を判断する。 13. 無事に収穫できる喜びが溢れ、笑みがこぼれる。 14. たわわに実った栄久ぽんかん。

【ぽんかん、でこぽん、はっさくの違い】

【低しょう系、高しょう系】

柑橘類ってどれも似ていますよね。ここでは、ぽんかんにとってもそっくりな、でこぽん・はっさ

一口に、ぽんかんといっても、二つのカテゴリーに分けられることをみなさんは知っていました

くと比較しながら、ぽんかんについて勉強していきましょう！

か？一つ目は「低しょう系」と呼ばれていて、実の形が平たい球形です。スーパーでもよく見ら
れ、
もっとも身近なぽんかんである
「太田ぽんかん」
は、
この仲間といえます。
二つ目は
「高しょう

ぽんかん

でこぽん

はっさく

皮

柔らかく、
皮も食べられる

硬そうだが、
剥きやすい

厚みがあり、
やや硬い

味

上品な甘さ

甘みと酸味の
バランス◎

独特な苦みと酸味

旬

12月〜２・３月

２〜３月

３〜４月

系」
と呼ばれていて、
背が高くまんまるい形が特徴です。今回取材させていただいた
「栄久ぽん
かん」はこの仲間です。高しょう系の収穫時期は、１月から２月と遅めです。この時期だとお歳
暮に間に合わないことが多いため、一般への流通は少なく、希少価値が高いとされています。
低しょう系、高しょう系に使われる「しょう」という漢字。実は「牆」と書きます。
「かきね、へい、
かこい」を表す感じなのですが、難しいですね。

栄久ぽんかんは、通常のぽんかんの特徴に加え、皮をむいた瞬間豊かな香りが溢れだし、甘み
が非常に強いのが特徴です。
出荷時期は、１月から２月と遅めになっています。

［低牆系］

【ぽんかんの家系図】
みなさんは、柑橘類の親子関係について知っていますか？ぽんかんは、様々な柑橘類の親に当
たる存在といえます。

［高牆系］

【天敵】
柑橘類を作るうえでの天敵は「鹿」と「ダニ」です。鹿は木の皮を剥いでしまい、ダニは健康な
葉っぱを食べてしまいます。そのため農園では、しっかりとした駆除が求められます。鹿対策

ポンカンA

キヨミ

ポンカンB

としてネットの設置、ダニ予防として薬とマシン油の散布をしています。通常、薬の散布は月一
回で行われることがほとんどですが、三余農園では薬の散布は年に1度だけ行います。薬の力

シラヌイ
(でこぽん)

ハルミ

に頼らない分、木の伐採や手入れに手間をかけることにより、安心安全な作物も届けるよう努
力しています。

【みかんは、日光をたくさん浴びれば美味しいの？】
みなさんが知っている「でこぽん」は、実はぽんかんから生まれた子供なのです。そして、その

みかんはたくさんの日光を浴びたものほど、美味しそうなイメージがありますよね。でも実は、

ぽんかんと共にシラヌイ、ハルミを生んだ「キヨミ（清見）」は静岡県でできた品種になるので

日光の浴びすぎもよくないのです。土屋さんによると、葉っぱ一枚分だけ隠れているくらいの

す。その品種名は育成地（静岡市清水区）の近くに清見寺（せいけんじ）というお寺があり、そ

日光量がベストなのだそうです。

の前面の海岸は清見潟
（きよみがた）
と呼ばれる名勝であることにちなんだといわれています。

皆さんがみかん狩りに行った際は、葉っぱ一枚分隠れているみかんを探してみてくださいね。

編集後記
松崎町、土屋人さんが育てる「栄久ぽんかん」

るのかもしれないと思ったほどです。

号をご購読いただきまして、誠にありがとう

最後に。

顧とご支援によるものと深く感謝しておりま

2016年４月に西伊豆町の「しおかつお」からス

す。本当にありがとうございます。

ございます。１月号ではありますが、
「 栄久ぽ

取材の時、三余農園を見渡せる高台で人さん

タートいたました伊豆食べる通信。今回のお

これからも皆様に食材や生産者の素顔、伊豆

んかん」が一番おいしくなる２月になってか

を取り囲んで一緒にピクニック気分でお弁当

届けで記念すべき20号目となりました。これ

の魅力をお伝えできるよう楽しくやっていき

ら、皆様にお届けするために、少しお待たせい

を食べました。真面目に生産者としての話を

もひとえに、ご購読いただいている皆様、通信

ますので、応援していただけると幸いです。よ

たしました。是非、美味しい「栄久ぽんかん」を

伺ったり、雑談でくだらないこと話したり、即

の発行に携わってくれる方々、そして取材に

ろしくお願いいたします。

味わってください。お待ちいただいた分、さら

興でみかん占い始めたりと楽しいひと時を過

協力していただいている生産者の皆様のご愛

においしく感じていただければ嬉しいです。

ごしました。人さんが育てた柑橘を食べたい
とわがまま言わせていただいたのですが、名

さて、今回の「栄久ぽんかん」ですが、みなさん

前がまだ付いていないマル秘のオレンジ系の

ご存じでしたでしょうか？私は３年位前に

柑橘を用意してくれました。ほんとに嬉しい

ニュース記事を読み、初めて知りました。松崎

サプライズでした。取材時ではまだ成熟し

町でしか育てられていない「幻の柑橘」を若い

きってなく収穫するのには早かったとのこと

生産者さんが育てているということで、本当

ですが、ジューシーで甘みと酸味のバランス

はすぐに取材したいなと思っていました。し

が良くて、本当に美味しい柑橘でした。

かし、季刊発行ということでなかなかタイミ

このオレンジ系の柑橘を食べた方は、
「今まで

ングが合わず、ようやく実現できたのです。

食べた柑橘の中で、一番美味しかった。」と大

伊豆食べる通信創刊号から応援いただいてい

絶賛されていました。もしかしたら「栄久ぽん

る松崎町職員の深澤様からご紹介いただき、

かん」と共にオリジナルの商品として三余農

人さんと初めてお会いしました。誌面から伝

園を代表する柑橘になるかもしれません。

わってくる通り、笑顔の素敵な方で、可愛らし
さもある好青年というのが第一印象でした。

そして、皆さんには是非、松崎町に足を運んで

そして、人さんを取材しますとSNSで発表し

いただきたく思っています。静岡県で一番人

たら、静岡県東部地域のいろんな生産者さん

口が少ない町になりますが、魅力あふれる素

から「若手のホープです。よろしくお願いいた

晴らしい場所です。ゆったりとした時間が流

します。」といった声が上がってきたのです。

れて、心が穏やかになります。人さんに会い

私も、取材を通してすっかり人さんのファン

に、フランボワーズさんの美味しいお菓子を

になってしまったのですが、人さんの「人」に

食べに来てください。

は「人を魅了する。」って意味も込められてい

次号の舞台は伊豆市。低温熟成されたうまみ成分たっぷりなジビエ、
「イズシカ」を特集します。
伊豆半島全域では、伊豆市の人口約 3 万人より、生息頭数が多いとされる鹿。鹿の増えすぎに
よる食害は、農作物だけでなく、森林への被害も大きく影響しています。以前より、ワナや猟銃
などで捕獲をしていましたが、捕獲後の処理に頭を悩ませてきました。
「いただいた命を無駄にせずにつないでいく」というコンセプトのもと、イズシカ問屋を設立
し、捕獲後 2 時間以内の新鮮な鹿のみを受け入れ、徹底した管理のもと美味しい「イズシカ」を
提供しています。

次号特集の食材
「イズシカ」を撮影する
フォトワークショップを
開催します

脂肪が少なく、鉄分が多いヘルシー鹿肉をご賞味ください。

4月８日締め切り

次号特集
2021年

4 イズシカ

日程：2021年2月に開催します
料 金：2,980円
日程が決定次第ＨＰで公表します
h ttp s://d o t- tr e e.co m /i zu - ta b e r u

月号

伊豆食べる通信は季刊

情報誌 ＋ 食 べもの 付き

\ 2,980

でお 届 けします

（税・送料込み ）

お申し込みは伊豆食 べる通信ウェブサイトまで

https://dot-tree.com/izu-taberu
Mail: izu@taberu.me

Web: https://dot-tree.com/izu-taberu

Facebook: https://www.facebook.com/izutaberu

発行人：加藤龍 発行元：株式会社アーティスティックス
（静岡県沼津市高島町15-5 ぬましんCOMPASS 1F）
055-928-6500 平日のみ9:00~17:00
写真：武智一雄、
ワークショップ参加者のみなさん 編集・ライター：武智一雄、加藤龍、水谷慈、
野田康代、静岡県立大学 稲葉怜衣、土田詩奈、野崎文香 Webサイト：株式会社アーティスティックス
協力：三余農園、樹果香味菓子フランボワーズ 印刷：いさぶや印刷工業株式会社

