
ホーム とれたて ぽんぽこファーム（二宮町）のタマネギとスパイスファーム アチャのスパイス　　

# タマネギ # スパイス

とれたて  タマネギとスパイス
ぽんぽこファーム（二宮町）のタマネギとスパイスファ
ーム アチャのスパイス　　

　富士を望む小高い丘の中腹にある自然あふれる農園。この時期は、生でも甘く自然な
味わいで、後味がさっぱりしていると評判のタマネギが収穫最盛期を迎えている。立派
な葉を引き抜くと現れるその大きさに驚く。時期によっては葉もおいしく食べられるそ
うだ。

　同農園は会社員だった中村隆一さん（６３）が会社を辞め就農し、１９９８年に開
園。試行錯誤してたどり着いた、農薬も肥料もなく木が育ち実を付ける森の環境を畑に
応用する「微生物ネットワーク農法」という独自の農法で、キュウリやトマト、ジャガ
イモなど日常の食卓に上る野菜を中心に年間６０種類ほどを育てる。どれも大きく、苦
みがなく爽やかで野菜本来のおいしさが感じられる。「土の中の何億という役割の違う
微生物、水、雑草、太陽、すべてがつながっている。畑ではウッドチップを入れるな
ど、少し手を加え助けるだけ」と話す。

無肥料とは思えないほど大きなタマネギ。「ぽんぽこファーム」を主宰する中村隆一さん（左）。マス
タードシードを持つ「スパイスファームアチャ」を主宰する岡嵜均さん（右）。雑草をバランス良く残
す畑は野原のようで居心地がいい

　園内には、同園で研修を受け就農した岡嵜（おかざき）均さん（５３）が主宰する
「スパイスファームアチャ」も。マスタードシードやコリアンダー、サフラン、ターメ
リックなど約１０種以上を育てるほか、畑のスパイスと野菜を使い、参加者とレシピか
ら一緒に作り料理を味わう「スパイスクッキング」を奇数月に行う。岡嵜さんは、野菜
が主役のインド料理を１０年以上習った腕前の持ち主。土の中の微生物の環境を守るた
め、少し雑草を残した畑は多様性があり、その畑から取る素材を使う料理は、スパイス
が引き出す野菜の味が魅力だ。スライスしただけのタマネギは辛みがなく何にでも合
い、砕いたナッツを食べる直前に入れるペースト状の「タマネギのジャム」も格別だ。

　学者肌の中村さんとおおらかな岡嵜さんは名コンビ。「地域にひらかれた畑。のびの
びとした雰囲気を味わいに来てください」と呼び掛ける。

ほとんどの材料を畑から収穫して作る。いつも新たなレシピが生まれ、おいしい料理を楽しみながら、
さらにレシピが誕生することも

※スパイスクッキング（７月１０日）。野菜が収穫できるオープンファーム（６月５
日）。詳細・申し込みは［ＨＰ］で。

お薦め品

タマネギ中玉２個２００円～

スパイスと季節の野菜セット３千円

ここで買える

同園配達便・宅配便（［ＨＰ］から）

しまむらストア駅前店　平塚市八重咲町４の２２。電話０４６３（２３）２９３７。

しまむらストアすみれ平店　平塚市菫平１１の１３。電話０４６３（３７）５０５０。
など同ストア平塚市内８店舗と大磯店。

※魚介類や野菜など生鮮食料品の価格・種類は、水揚げ量や収穫量、天候などの影響で変動します。

ぽんぽこファーム

住所 二宮町中里３０８

アクセス 二宮駅北口からバスで中里下車２０分

公式HP https://ponpokofarm.com/

備考欄 ［メール］ｉｎｆｏ＠ｐｏｎｐｏｋｏｆａｒｍ．ｃｏｍ

［おことわり］この情報は新聞掲載日時点での情報です。掲載日以降、内容に変更が生じる場合がありますのでご了承ください。

スパイスファーム アチャ

住所 二宮町中里３０８

アクセス 二宮駅北口からバスで中里下車２０分

公式HP https://ponpokofarm.com/?page_id=1134

［おことわり］この情報は新聞掲載日時点での情報です。掲載日以降、内容に変更が生じる場合がありますのでご了承ください。

2022年5月27日公開　｜　2022年5月26日神奈川新聞掲載

オススメ記事⇩

「ローストオニオン」をリニューアル、エバラ食品
エバラ食品工業（横浜市西区）は２月４日、「古きよき洋食店の味」をコ
ンセプトにした「横濱舶来亭」シリーズから「ロースト...

タマネギ
辛みがなく甘くてジューシー　小田原「俺たちのファーム」
の下中たまねぎ
小田原市と中井・二宮両町に接する中村川流域の下中地区の名産品で、知
る人ぞ知る「下中たまねぎ」が収穫の最盛期を迎えてい...

俺たちのファーム（小田原市、中井・二宮町）

 

この記事に関連するタグ

シェア、または新聞を購入する

    

おすすめの記事

箱根ベーカリー・海老名
サービスエリア店の海老
名カレーパン　同店限…
定、大きなエビフライを
ドン
2019年08月15日

「２０歳」の茅ケ崎サザ
ンCとシナモロールがコ
ラボ　あすなろ舎がグ…
ズ販売

ピスタチオ専門店
PISTACCHIERIA（小田
原市）の多彩なスイー…
ツ　人気は全体の80％も
豆を使うソフトクリーム

ローズホテル横浜の屋上
プールがオープン　横浜
中華街で夏を先取り

【実話】「1週間後…お金
大量に入った」言う通り
行動で大金持ち
PR(宝の泉(天運鑑定))

ずばり言います「2022年
に金運が凄いのは◯月生
まれよ」
PR(アドコンタクト株式会社)

【驚愕】女性の金運は
元々○○で決まってい
た！？9割が知らない金…
アップ法とは？PR(株式会社OTK)

【驚愕】「宝くじを買う
前に〇〇をしただけ」女
性が言われた通りにし…
みたら大金持ちPR(月相の金運成就)

Recommended by 

川崎市 藤子・F・不二雄ミュージア
ム　祝！開館10周年　人気の秘密
を徹底調査

タブレット純のかながわ昭和歌謡波
止場

神奈川の百貨店2022年オススメお
せち

神奈川百貨店のクリスマスケーキ７
選

神奈川HOTELのクリスマスケーキ
後編

神奈川HOTELのクリスマスケーキ
前編

 

かながわの地域ニュースなら「カナロコ」

「神奈川」の事件・事故、話題、高校野球をはじめとするスポー
ツなど幅広いローカルニュースを読むなら、地元新聞が運営する
ニュースサイト「カナロコ」がおすすめ。電子新聞が読めたり、
便利なメルマガが届く有料会員もあります！

ニュースサイト「カナロコ」へ

# ラーメン # カフェ # パン

# スイーツ # エビ # 中華

# 動物

人気タグ

Instagram LINE 

このサイトについて  サイトポリシー  利用規約  神奈川新聞購読案内  広告案内  カナロコ

© Kanagawa Shimbun.
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かながわの「今」を楽しむ神奈川新聞の情報サイト
キーワードを入力!

"" 横浜エリア "" 川崎エリア "" 相模原・県央エリア "" 横須賀・三浦エリア "" 湘南エリア "" 小田原・県西エリア

ぽんぽこファーム、スパイスファームアチャ（二宮町）"

〒259-0131 神奈川県中郡二宮…

〒259-0131 神奈川県中郡二宮町中里
３０８  

ルート

拡大地図を表示

キーボード ショートカット 地図データ ©2022 利用規約
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拡大地図を表示

キーボード ショートカット 地図データ ©2022 利用規約

Twitter Facebook LINE URLコピー 掲載日付の
新聞を買う

スパイシーメニューで元気も...
鎌倉 スパイスハウスPePeのマサ
ラライス　じわりと体が温まるよ
うな奥深い味

スパイシーメニューで元気も...
相模原 拉麺一匠DEAD or ALIVE
の朝天麻辣白湯麺　辛さが癖にな
る一杯

こちらもおすすめ

二浓

推しまとめ #

アクセスランキング
文化部探検隊　文化部員の体験記
「＃神奈川に住んでるエル
フ」第２巻　県民禁断テー
マ「“湘南”とはどこか」収
録

1
K-Person
李相日さんに聞く　純粋な
関係性に希望　情趣にあふ
れた映像

2
弁当
【横浜】初夏の味わい３
種　崎陽軒が発売3
鶴見で注目！沖縄スポット
おきなわ物産センター（横
浜市鶴見区）の物産品　食
材、缶詰、菓子など千種類
以上
おきなわ物産センター（横浜市鶴見
区）

4

鶴見で注目！沖縄スポット
沖縄陶器＆インテリア　
Kilott（鎌倉市）の「やち
むん」「琉球ガラス」　優
しくて美しい
沖縄陶器＆インテリア　Kilott（鎌
倉市）

5
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ホーム# 推し# とれたて# うまい# 気になる#

横浜エリア# 川崎エリア# 相模原・県央エリア# 横須賀・三浦エリア# 湘南エリア#

小田原・県西エリア#

タマネギとスパイス
ぽんぽこファーム（二宮町）のタマ...

カレー
川崎「CURRY
HOUSE シナモンの
木」...

スパイシーメニューで元気
も...
伊勢原 カルガモテラ
スの２種盛り...
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