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まえがき 

２００８年夏のさなか、荒れ果ていた亀作のこの地を、十王での農業講座受講者 3 人で知人の手助

けを借りながら整地し圃場に戻しました。 

以後、農業技術の指導や遊休農機具の提供など、「米オーナー」主宰の武子さんをはじめ、近隣の多

くの人々の有形無形の助力でファームとしての体裁を徐々に整えてきました。 

その間、「類は友を呼ぶ」のことわざ通り、メンバーも増え、今や、倍以上になりました。 

退職前に思い描いていた、土に触れ、野菜を育て、収穫する喜びを実感する日々を過ごしています。 

作業日の朝、「モチの大木」の木陰で、テーブルを囲み、全員で湯気の上がるコーヒーを飲みながら

する当日の作業予定や世間話のひと時は、なんと満たされた時間でしょうか。 

 

さらに思い起こすと、２０１１年３月、未曾有の大震災が東日本を襲いました。 

メンバーの住いのある日立や常陸太田も例外ではなく、大きな被害を受けました。 

ガソリンを入れるために並んだ車列の脇を、車に乗り合わせて、全員がファームに集まったのは余震

と不自由な生活がまだまだ続く２週間余の後のことでした。 

メンバーの無事な姿と共に、絆の強さを確認した瞬間は今でも忘れられません。 

 

その東日本大震災の翌年１月に「ファーム通信」第 1 号が掲載されました。 

それから 3 年余りを経て、記念すべき１００号を迎えました。 

メンバーが交代で、ひたすら書き続けることで内容・ボリュームとも「１００号記念誌」として十分

な体裁を整えるまでになったことはうれしく喜ばしい限りです。 

昨今では手紙を書く機会もなく、皆、作業の傍ら、四苦八苦しながら慣れない文章書きに挑戦してき

ました。 

書く人によって日記風、随想風と個性がでて様々ですが、読み返すと貴重な作業記録と圃場の様子が

ありありと再現できます。 

この間、農作業だけでなく、食品加工、講演、コンサート、ハイキングなど等を通じて、熟年のコミ

ュニティとしてカラーがより明確になってきたようです。 

今、メンバーは花の熟年真っ只中。この地域に根差し、みんな元気でさらに２００号を目指します。 

                            ２０１４年４月  (か) 

 

メンバー 
(ｱｲｳｴｵ順) 
 
 大杉 義則 
 川上 信義 
 黒田 守観 
 島田 敏美 
 高橋 悦子 
 樋熊 忠明 
 目本 弘之 
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ホーム > ファーム通信 > 2012年

▶ 次へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/２月/)

2012年1月15日『第1号』　日曜日（晴れ）

 
今日の作業

・木の葉さらい

・堆肥づくり

 
堆肥づくりのために近くの雑木林で木の葉さらいをした。乾いた音とふかふかの感触がなんともいえない。ま

たたく間に準備した袋に一杯になった。子供のころの遠足のようなひと時でした。(か)

( -> )

2012年1月22日『第2号』　日曜日（雨）

 
今日の作業

・雨のため作業はありません。

 
今日も昨日に続いて終日冷たい雨。

12月初旬以来の本格的な雨です。雨のために作業はありません。でも、伸び始めた小麦にとっては、待ち

に待った雨です。(か)

( -> )

2012年1月29日『第3号』　日曜日（晴れ）

 
今日の作業

・堆肥入荷

・麦踏み

・木の葉さらい

・白菜漬け

さらさらの完熟堆肥の受け入れ。業者さんとは3年来のお付き合いでもうおなじみさん。一緒にティーブレイク

で交流。これで今年もふかふかで栄養タツプリの土作りができます。(か)

▶ 次へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/２月/)

「いいね！」と⾔っている友達はまだいません。いいね！
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ホーム > ファーム通信 > 2012年 > ▶２月

◀ 前へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/１月/) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　▶ 次へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/３月/)

2012年2月5日『第4号』　日曜日（晴のち曇）

 
今日の作業

・味噌仕込み（第1回）

 
井戸水が凍りつき、大豆を鍋で茹でるのに手間取りましたが、何とか味噌仕

込みを終えることができました。美味しい味噌ができるのが楽しみです。

第1回目味噌仕込みの写真は・・・＞こちら ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/フォトギャラリー/2012年/第1
回-味噌仕込み/) （し）
 

( -> )

2012年2月12日『第5号』　日曜日（晴れ）

 
今日の作業

・果物の木への施肥

 
キウイ、柿、クリ、杏子、サクランボ、ブルーベリーに施肥を行いました。

今年はいっそう美味しい果物が食べられそうです。（し）

 

◀ 前へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/１月/) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　▶ 次へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/３月/)

「いいね！」と⾔っている友達はまだいません。いいね！
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ホーム > ファーム通信 > 2012年 > ▶３月

◀ 前へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/２月/) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　▶ 次へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/４月/)

2012年3月4日『第6号』　日曜日（曇り）

 
今日の作業

・月間スケジュール検討

・耕運機譲渡依頼の広告文検討

・放射線量測定

・畑C測量

・ジャガイモ植付予定地除草

 
明日は「啓蟄」、虫が動きはじめ、春がうごきはじめ我々も、ジャガイモの植付に向けて予定地の除草作業

から今年も本格的にファームワーク始動です。(か) 
 

( -> )

2012年3月11日『第7号』　日曜日（晴れ）

 
今日の作業

・ニンニク・玉ねぎの除草と追肥

・小麦・ソラマメ・イチゴの追肥

寒気がゆるみ、圃場の周りの梅の花が咲き始めた。 追肥のため、ソラマ

メの防風用の寒冷紗を外してみる。 ことさら冷えた今冬にもかかわらず色も鮮やかにちゃんと成長してい

る。 再来週あたりには摘心が必要かもしれません。　(か)

( -> )

2012年3月18日『第8号』　日曜日（晴れ）

 
今日の作業

・枝払いした枝のきざみ

・除草した雑草のきざみ(堆肥用)

先月末から周期的に週末に雨が降って圃場の作業ができずにいる。「オ

オイヌフグリ」の花もここまで一面に咲くと見事と言うほかはない。まるで、サイズを小さくした「ネモフィラ」の

群落のよう。今日の収穫物の中に、春の使者「ふきのとう」がありました。(か)
 

( -> )

2012年3月25日『第9号』　日曜日(曇り)
 
今日の作業

・ジャガイモ植付

・育苗用夏野菜種子配分
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訪問客が2組ありました。

ひと組は「いわき」からのご夫妻と、もうひと組は雄の「ジョウビタキ」。

圃場に置かれた鍬の柄の先端にとまつて、ひとしきり愛嬌を振りまていっ

た。

そろそろ、北へ帰る支度をする時期じゃないの?
薄紅の小さなつぼ型の花を無数に付けて垣根の「アセビ」が満開。

この木が毒を秘めているなんてにわかには信じられません。(か)

◀ 前へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/２月/) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　▶ 次へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/４月/)

「いいね！」と⾔っている友達はまだいません。いいね！
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ホーム > ファーム通信 > 2012年 > ▶４月

◀ 前へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/３月/) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　▶ 次へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/５月/) 　

2012年4月1日『第10号』　日曜日(曇り)
 
今日の作業

・ジャガイモ植付

・スナッブエンドウ支柱立て、追肥

・ネギ定植

         　　記録写真は・・・・>こちら ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/フォト

ギャラリー/2012年/ジャガイモ植付/)

圃場Cをシェアしているお隣りは、クリスマスローズの苗を育成されている。 以前、分けていただいた苗が2
年近くの時を経て初めて花をつけた。 春に先駆けてうつむき加減に咲く花は、貴婦人に似て奥ゆかしい。

(か)

( -> )

2012年4月8日『第11号』　日曜日(快晴)
 
今日の作業

・ネギ定植

・大根播種

・ホーレン草播種

 
兆した春が一瞬遠のく。放射冷却の影響もあって、未明に気温が氷点下まで下がった。季節が行きつ戻り

つしながらそれでも次第に春が確かになる。(か)
 

( -> )

2012年4月15日『第12号』　日曜日(晴れ)
 
今日の作業

・桜倒伏対策

・わけぎ定植

・ソラマメ摘心及び支柱立て

・人参播種

・インゲン播種

・花見(桜：機初小学校、菜の花：里川土手)
         　　記録写真は・・・・>こちら ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/フォトギャラリー/2012年/里川ハイキン

グ/)

 
圃場の隅の桜が倒れたまま花をつけていた。

先日の爆弾低気圧による強風が原因かもしれない。大山桜のようにピン

クが華やかで、まだ若木だけに痛ましい。一日かけて根元から対策した。

(か)
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( -> )

2012年4月22日『第13号』　日曜日(霧雨)
 
今日の作業

・ホーレン草播種

・二十日大根播種

・チンゲン菜播種

 
写真は、里川土手の菜の花(4月15日撮影)

( -> )

2012年4月29日『第14号』　日曜日(霧雨)
 
今日の作業

・ナス定植

・トマト定植

・里芋植付

・大根播種

 
元気に泳ぐこいのぼりの向こうに、多賀山地の山腹に白く山桜が見える。4月は例年より1゜C近くも気温が低

かった。それでも圃場のジャガイモが元気に成長を始めた。(か) 
 

◀ 前へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/３月/) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　▶ 次へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/５月/)

「いいね！」と⾔っている友達はまだいません。いいね！
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ホーム > ファーム通信 > 2012年 > ▶５月

◀ 前へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/４月/) 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　
　　　　　　　▶ 次へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/６月/) 　

2012年5月6日『第15号』 日曜日(晴れ後雨･雹) 
 
今日の作業

・ネギ定植

・除草

午後、雨のため作業中止。全員で喫茶店「煉瓦屋 ( -> http://www.kanko-
hitachiota.com/wp/hitachiota/eat/%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%BB%E5%96%AB%E8%8C%B6/%E7%85%89%E7%93%A6%E5%B1%8B/)
」に移動して、 2時間程、うまいコーヒーと懐かしい「笠井紀美子」や「S&G」を聞いたり、 オーナーとの音楽談

義で楽しいひと時を過ごした。 たまにはこんなオフもいい。(か)

この日、上空の強い寒気の流れ込みで大気が不安定になり県西では スーパーセルによると思われる竜

巻、そしてこの辺りでも激しい雷を伴う 降雹があった。

( -> )

2012年5月13日『第16号』 日曜日(快晴)
 
今日の作業

・ジャガイモ畝追肥

・土寄せ

・サツマイモ畝立て

多賀山地の新緑が美しい。「萌黄色」「黄緑」「浅緑」「若緑」「若竹色」「浅葱色」「鶯色」などなど。青葉若葉も

色さまざま。(か)

( -> )

2012年5月20日『第17号』 日曜日(快晴)
 
今日の作業

・サツマイモ植付

 
この時期、気温が上がり、雨が降ると植物の成長が著しい。 ソラマメの実

が膨らみ、たまねぎが丸くなり、そして小麦の穂も出そろう。 旨い焼芋や

乾燥芋を夢見ながらサツマイモを大量に植え付けた。(か)

( -> )

2012年5月27日『第18号』 日曜日(快晴)
 
今日の作業

・定植

　　トマト、キュウリ、ナス、レタス

・トウモロコシ播種

今月に入って気温が上がったおかげで播種・育苗していた夏野菜の苗がやっと定植できるようになり、圃場
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がいちどに賑やかになった。一方で、麦秋を迎え、色づいた穂が薫風に波打つ。(か)

◀ 前へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/４月/) 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　
　　　　　　　▶ 次へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/６月/) 　

「いいね！」と⾔っている友達はまだいません。いいね！
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ホーム > ファーム通信 > 2012年 > ▶６月

◀ 前へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/５月/) 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　
　　　　　　　▶ 次へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/７月/) 　

2012年6月3日『第19号』 日曜日(快晴)
 
今日の作業

・定植

　　トマト、ナス、サラダ菜

・トマト、キュウリの誘引

・トマト、ナスの支柱立て

  　　　　　　　　　記録写真は・・・>こちら ( -> http://kamesaku-
farm.jimdo.com/フォトギャラリー/記録写真-2012-06-03/)
 
多賀山地の上に同じ厚みの雲がかかるという面白い現象を見た。この

時、ファームは快晴、多賀山地の東側の日立は曇りだった。

圃場のキウイが沢山の大きな花をつけた。これは雌花・雄花どちらだろう

か。(か)
 

( -> )

2012年6月10日『第20号』 日曜日(晴れ)
 
今日の作業

・タマネギ収穫

・ジャガイモ追肥

・土寄せ(2回目)
・ナス整枝

・誘引

・追肥

・キュウリ定植

・支柱立て

・誘引　などなど               
　　　　　　　　　　記録写真は・・・>こちら ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/フォトギャラリー/2012年/玉葱収

穫/)
 
玉葱を収穫した。今までにない数量と出来栄えに、丹精を尽くせば作物も応えてくれるとしみじみ納得させら

れる。ほぼ平年通り、梅雨に入った。昨日は梅雨の典型のようなシトシト雨。夏の暑さには閉口するが、梅

雨の鬱陶しさよりはいい。はたしていつ、驟雨や雷鳴とともに梅雨は上がるのだろう。(か)

( -> )

2012年6月14日『第21号』 木曜日(晴れ)
 
・ハイキング(季節の花旅　奥日光九輪草) 
　　　　　　        　記録写真は・・・>こちら ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/フォトギャラリー/2012年/奥日光

ハイキング/)
 
曇り空に時季がら雨を心配したが、いろは坂を登りきると雲上は眩しい初夏の陽光の中。若葉の「ミズナラ」
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や「カラマツ」の林の小径を辿ると、清浄な若緑色の精気が身体中に溢れる心地さえする。相輪の九輪に見

立てた「九輪草」も見頃の真っただ中。清流の岸や新緑の木立の中に、白から赤紫そしてその絞りまで様々

に咲きほこる。おりおりの花を訪ねる旅は楽しい。(か)

( -> )

2012年6月17日『第22号』 日曜日(曇り)
 
今日の作業

・収穫(刈取り)小麦の仮置き場整備

・トウモロコシ補播き　などなど

　　               　　記録写真は・・・>こちら ( -> http://kamesaku-
farm.jimdo.com/フォトギャラリー/記録写真-2012-06-17/)
 
小麦の穂が色づき、頭を垂れ始めた。実入りも着実なようで刈り取りも間近い。全員で一日かけて、かねて

から懸案の刈り取り後の仮置き・乾燥場の整備をした。これで、小麦だけでなく、今後の大豆・蕎麦などの収

穫時にも使え、ファーム運営の大きな戦力になる。小麦の穂目当てに飛来する「スズメ」の群れに少し、おす

そ分けしたら刈り取りだ。(か)

( -> )

2012年6月24日『第23号』 日曜日(晴れ)
 
 今日の作業

・ラッキョウ収穫・酢漬け

・定植

　 葱、　キュウリ、　ナス、

・葱追肥

・土寄せ　などなど

 
先日、助川山(多賀山地の東側)へ歌にある「卯の花」の写真を撮りに行った。「匂う」と表現されるいまを盛

りに咲いているという状態は既に過ぎており、薄紅の「タニウツギ」と共に花期も終わりに近いようだ。

「キブシ」「アセビ」から始まった樹木の花の時期もそろそろ終わり、山は、深緑に覆われて、夏模様に変わ

ってきた。(か)
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http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC/%E8%A8%98%E9%8C%B2%E5%86%99%E7%9C%9F-2012-06-17/
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC/%E8%A8%98%E9%8C%B2%E5%86%99%E7%9C%9F-2012-06-14/
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC/%E8%A8%98%E9%8C%B2%E5%86%99%E7%9C%9F-2012-06-17/


　　　　卯の花　　　　　　　　　タニウツギ

◀ 前へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/５月/) 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　
　　　　　　　▶ 次へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/７月/) 　

「いいね！」と⾔っている友達はまだいません。いいね！
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http://twitter.com/share?text=%E2%96%B6%EF%BC%96%E6%9C%88&url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%2F2012%25E5%25B9%25B4%2F%25EF%25BC%2596%25E6%259C%2588%2F
mailto:?subject=%E2%96%B6%EF%BC%96%E6%9C%88&body=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%2F2012%25E5%25B9%25B4%2F%25EF%25BC%2596%25E6%259C%2588%2F
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1/2012%E5%B9%B4/%EF%BC%95%E6%9C%88/
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1/2012%E5%B9%B4/%EF%BC%97%E6%9C%88/


ホーム > ファーム通信 > 2012年 > ▶７月

◀ 前へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/６月/) 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　
　　　　　　　▶ 次へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/８月/) 　

2012年7月1日『第24号』 日曜日(曇り)
 
今日の作業

・ジャガイモ収穫

・定植　などなど

　キュウリ、ナス、　ゴーヤ、スイカ、カボチャ

・梅収穫((K)氏農園)
　　　　　　　　　　　クリックすると拡大します。⇒
 
最近、「今日の作業」の中に「などなど」という項目が増えた。

これは、この時期、成長が著しく、着果し始めた夏野菜の摘心、誘引、追肥が毎回必要なせいだ。

午後、金砂郷Iにある(K)氏の農場を訪問。

母屋の前に畑、左手に栗林、右手に梅林、さらに前方は稲田その先は山。絵に書いたようないかにも山間

の農園の佇まい。

庭の「タイサンボク」が白い大きな花をつけていた。

(K)氏のご厚意で梅を沢山収穫させていただいた。(か)

( -> )

2012年7月8日『第25号』 日曜日(晴れ)
 
今日の作業

・梅ジャムづくり

・小麦収穫　などなど

　　　　　　　　　　　　記録写真は・・・>こちら ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/フォトギャラリー/2012年/麦刈

り-梅ジャム作/)
 
この日の朝、用事があってメンバーの(た)さん宅を伺ったとき、見事な紫陽花をいただいた。白の「アナベ

ル」とブルーのガクアジサイ2種。一重のは修飾花(ガク)の直径が7cmもある。八重のものは「城ケ崎の雨」で

は?。我が家には白八重の「墨田の花火」の鉢植えがある。共になんと風流な名前だろう。紫陽花が咲いて、

まあ梅雨もいいかな。(か)
圃場では、先週収穫した落ち梅を使っておいしい梅ジャムを作った。

( -> )

2012年7月15日『第26号』 日曜日(曇り)
 
今日の作業

・ジャガイモ収穫
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http://kamesaku-farm.jimdo.com/
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1/
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1/2012%E5%B9%B4/
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1/2012%E5%B9%B4/%EF%BC%96%E6%9C%88/
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1/2012%E5%B9%B4/%EF%BC%98%E6%9C%88/
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC/2012%E5%B9%B4/%E9%BA%A6%E5%88%88%E3%82%8A-%E6%A2%85%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%A0%E4%BD%9C/
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC/%E8%A8%98%E9%8C%B2%E5%86%99%E7%9C%9F-2012-07-01/


・スイカ定植

・O氏帰国歓迎会&早めの暑気払い

　　　　　　　　　　　　記録写真は・・・>こちら ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/フォトギャラリー/2012年/帰国

祝い-暑気払い/)
 
しばらく、南の太平洋高気圧の張り出しが弱く、梅雨前線が西から東にかかつて動かない。西日本では台風

でもないのに古今未曾有の水害に脅かされている。

昼間、今年一番の暑さ。度々、水分補給のタイムアウト。

空に向かって直立する「タチアオイ」の大輪の花が、日を追うように下から順に咲いて先端近くまでのぼつて

きた。

そろそろ梅雨が明けて本格的な夏が近いのかな?(か)

( -> )

2012年7月22日『第27号』 日曜日(曇り)
 
今日の作業

 
先週、梅雨が明けたようだと報道された。日立では、先週日曜日前後に

連日30゜Cを超え、17日に今年一番の暑さを記録したと思ったら3日後の

20日には、最高気温が20゜Cを下回った。「大暑」の今日も同様。昨年末

から春先まで連続して平均気温を下回り、5月には例年の倍近い降水量があり、湿潤さで圃場の一部が使

えなくなるなど天候の異常さに植えられた野菜も大変。ガンバレ!(か)
 

( -> )

2012年7月29日『第28号』 日曜日(晴れ)
 
今日の作業

・ゴーヤネット張り

・スイカ、マクワウリ寒冷紗外し

・潅水　などなど               
　　　　　　　　　記録写真は・・・・・・・>こちら

 
暑い夏を予感させるように週の途中から気温が上がり始めた。2週間ほど「ノシ

メ」と思われるトンボが圃場の上を群れをなして飛び交っていたが気温の上昇と

ともに代わって単独飛行の「シオカラトンボ」が飛来するようになった。連日の強い日射に圃場がカラカラに

乾き、ついに潅水が必要になった。こんな時、井戸と高圧ポンプが本当に有難い。(か)

◀ 前へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/６月/) 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　
　　　　　　　▶ 次へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/８月/) 　

「いいね！」と⾔っている友達はまだいません。いいね！
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%2F2012%25E5%25B9%25B4%2F%25EF%25BC%2597%25E6%259C%2588%2F&t=%E2%96%B6%EF%BC%97%E6%9C%88
http://twitter.com/share?text=%E2%96%B6%EF%BC%97%E6%9C%88&url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%2F2012%25E5%25B9%25B4%2F%25EF%25BC%2597%25E6%259C%2588%2F
mailto:?subject=%E2%96%B6%EF%BC%97%E6%9C%88&body=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%2F2012%25E5%25B9%25B4%2F%25EF%25BC%2597%25E6%259C%2588%2F
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC/2012%E5%B9%B4/%E5%B8%B0%E5%9B%BD%E7%A5%9D%E3%81%84-%E6%9A%91%E6%B0%97%E6%89%95%E3%81%84/
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1/2012%E5%B9%B4/%EF%BC%96%E6%9C%88/
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1/2012%E5%B9%B4/%EF%BC%98%E6%9C%88/
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC/%E8%A8%98%E9%8C%B2%E5%86%99%E7%9C%9F-2012-07-22/
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC/%E8%A8%98%E9%8C%B2%E5%86%99%E7%9C%9F-2012-07-29/


ホーム > ファーム通信 > 2012年 > ▶８月

◀ 前へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/７月/) 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　
　　　　　　　▶ 次へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/９月/) 　

2012年8月5日『第29号』 日曜日(快晴)
 
今日の作業

・ソバ用地除草、中耕

・サツマイモ畝除草

・潅水　などなど

 
今週も雨が降らず、そして、今日も快晴の真夏日。乾燥した圃場に雑草が作物を飲み込む勢いで繁茂す

る。昨年は、そのために乾燥芋用のサツマイモの収量が極端に減って悔しい思いをした。皆でソバ用地とサ

ツマイモの畝の間に散らばって、水分補給を繰り返しながら延々と雑草と格闘した。(か)
 

( -> )

2012年8月11日『第30号』 土曜日(曇り)
 
今日の作業

・ソバ播種

・潅水　などなど

 
今年は、夏野菜が豊作で毎回沢山収穫して持ち帰る。7月の下旬以降まともに雨が降らず潅水作業も毎

回。その気候のせいか雨除けの覆いがなくともいい「トマト」が収穫できている。「ギラギラの日差し」、「セミ

の大合唱」、「蚊取り線香」、「氷水」、「収穫したスイカのデザート」と夏の風物満載のこの頃。おいしい秋蕎

麦を夢見てソバの種を播いた。(か)

( -> )
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http://kamesaku-farm.jimdo.com/
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1/
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1/2012%E5%B9%B4/
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1/2012%E5%B9%B4/%EF%BC%97%E6%9C%88/
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1/2012%E5%B9%B4/%EF%BC%99%E6%9C%88/


2012年8月19日『第31号』 日曜日(晴れ)
 
今日の作業

・母屋周り除草(刈払機による)
・圃場除草(刈払機による)
・キュウリ(霜知らず地這い)定植

・潅水　などなど

　　　　　　　　　　　　　　　　　記録写真は・・・・・・・>こちら ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/フォトギャラリ

ー/2012年/夏のファーム/)

「立秋」をとうに過ぎて、暑さおさまるという「処暑」間近。隣接のお宅の「サルスベリ」が満開。「夾竹桃」と共

に暑い夏の間中咲き続ける強い花だ。紅い花を見ると共に「炎暑」のイメージしか湧かないのは少し可哀そ

う。7月の中旬に定植した「スイカ」の虫媒受粉の最盛期が近い。たまに吹く風に、圃場のマスコット「風船か

ずら」の風船が揺れて涼しさを呼ぶ。(か)

別の圃場での「スイカ」のはなし。11日夜、久しぶりに本格的な雨が降って土も潤った。しかし、直後に猛暑

日に近い暑い日があって繁茂していたスイカの葉やつるがその日から急に枯れ始めた。40日前後の収穫ま

でまだ2週間以上残していたので収穫をすっかり諦めていた。ところが1週間ほど経って無残に残った大小

のスイカだけがゴロゴロする圃場を片づける積りで1個スイカを割ってみたところ、意外にも実は赤く水気を

帯び種も黒くなっていた。この最悪の状況の中で種を残すために、ガンバッた結果なのだろうか、その夜、

「生命」の不思議を感じながら多少甘みの薄いそのスイカを食べ、種を保存した(か)

( -> )

2012年8月26日『第32号』 日曜日(晴れ)
 
今日の作業

・大豆畝間、サツマイモ畝間除草

・キャベツ定植

・スイカ追肥、防鳥ネット張り

・潅水　などなど

　　　　　　　　　　　　　　　　　記録写真は・・・・・・・>こちら ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/フォトギャラリー/
記録写真-2012-08-26/)
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http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC/2012%E5%B9%B4/%E5%A4%8F%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0/
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC/%E8%A8%98%E9%8C%B2%E5%86%99%E7%9C%9F-2012-08-26/


 

◀ 前へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/７月/) 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　
　　　　　　　▶ 次へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/９月/) 　

「いいね！」と⾔っている友達はまだいません。いいね！

21

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%2F2012%25E5%25B9%25B4%2F%25EF%25BC%2598%25E6%259C%2588%2F&t=%E2%96%B6%EF%BC%98%E6%9C%88
http://twitter.com/share?text=%E2%96%B6%EF%BC%98%E6%9C%88&url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%2F2012%25E5%25B9%25B4%2F%25EF%25BC%2598%25E6%259C%2588%2F
mailto:?subject=%E2%96%B6%EF%BC%98%E6%9C%88&body=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%2F2012%25E5%25B9%25B4%2F%25EF%25BC%2598%25E6%259C%2588%2F
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ホーム > ファーム通信 > 2012年 > ▶９月

◀ 前へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/８月/) 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　
　　　　　　　▶ 次へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/１０月/) 　

2012年9月2日『第33号』 日曜日(曇り時々雨)
 
今日の作業

・キュウリ定植

・ナス畝除草、追肥

・常陸太田市鯨ヶ丘散策

　　　　　　　　　　　　　　　　　記録写真は・・・・・・・>こちら ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/フォトギャラリー/
記録写真-2012-09-02/)
 
9月1日からの断続的で急激な雨が朝から降り、大豆や蕎麦、夏野菜たちはほっとしただろうが、今日の作

業は無理とメールをうつ。そしたらぱっと真夏の太陽が顔をみせ急いで用意し亀作にむかう。畑についた

ら、また大雨で(か)さんとフライの下で雨宿り。

　(し)(ひ)(め)さんも集合して、今日はきゅうりの定植と野菜の収穫だけにして鯨ヶ丘にあるほっとできる空

間、あひるの工房Ｃａｆｅのお兄さんと亀作男性陣のケーキ談義、板谷坂をおりた由緒ある神社、ＮＨＫアーカ

イブスのパーマ屋さん、百十年すぎても動き続ける大和田時計店の柱時計、その重厚さに魅せられました。

仲間と楽しい1日でした。　　（た）

( -> )

2012年9月8日『第34号』 土曜日(晴れ)
 
今日の作業

・稲刈り

・オダがけ

　　　　　　　　　　　　　　　　　記録写真は・・・・・・・>こちら ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/フォトギャラリ

ー/2012年/稲刈り手伝い/)
 
(し)(め)さん、そのほかたんぼのオーナーの方と(Ｔ)さんのほたるのたんぼの稲刈りをしました。

たんぼを取り囲む森の上の空は入道雲がもくもく黄金色の稲穂がみのり、これぞ日本の原風景

新品の鎌でざくざくきって、なる音が気持ちいい。

それもつかの間　泥田に足がはまって動けない。あしを動かしても、長靴をもっても、どうにも動かない。この

ままたんぼの中へ沈められていく感じ、どうしよう冷や汗たらたら、どうにかぬけてまたはまるのくりかえし

こんな泥田ははじめてと(Ｔ)さんも云ってました。

　おだかけは稲の束をはんぶんに割ってかけるのかと思ったら、7対３にわけて、それを互い違いに架ける。

いまはコンバインで簡単に刈って、乾燥させてしまうが、おだかけで7対３にかけると、角度がつき乾きやす

い、天日で稲を追熟させ。おいしいお米になる。すごい知恵があるのです
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お昼はござにすわって、おもちやスイカ、漬物、しそジュース、わたしもモロヘイヤたたきとか持って行き、皆

さんで稲刈りのくたくたに疲れたあとのお料理いただきました。（た）

( -> )

2012年9月9日『第35号』 日曜日(晴れ)
 
今日の作業

・白菜定植

・キュウリ摘心

・誘引

・スイカ 追肥

　　　　　　　　　　　　　　　　　記録写真は・・・・・・・>こちら ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/フォトギャラリー/
記録写真-2012-09-09/)
 
昨日の稲刈りに続き、残暑厳しいさなかの亀作作業となりました。

メンバー(し)さんの知人である(Ｅ)さんが朝から亀作へ来て頂きました。

今回は我が畑の主力となるマシーン(大型耕運機)が壊れてしまい

見てもらうために来て頂きました。

ベルトが切れてしまい交換のため持ち帰って作業をするそうです。

ついでに刈り払機のオーバーホールもお願いしました。

(Ｅ)さんの知識の広さには驚きました。農機具の専門知識はもちろんのこと、

スポーツや文化面にも造詣が深く、亀作にとっても良き相談相手になりそうです。

今回は初めての来訪ということで、亀作の悩みにも親切に回答して頂き、

長時間付き合って頂きました。話が尽きなく、次回の来訪も楽しみです。

近くにこのような方がいるとは思いませんでした。

夕方、刈り払機のオーバーホールが完了し持ってきて頂きました。

(Ｅ)さん、そして紹介して貰った(し)さんに感謝します。　　(め)

( -> )
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2012年9月16日『第36号』 日曜日

　　　　　　　　　　(晴れ一時雨) 
今日の作業

・キャベツ苗の定植

・畝作りと大根種蒔き

・草引き

・稲藁運搬と保管

 
　　　  記録写真は・・・・>こちら ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/フォトギャラリー/記録写真-2012-09-16/)
 
朝方は曇っていたが、いつの間にか晴れてしまい蒸し暑くなった。この暑さはいつまで続くのだろう。秋風が

待ち遠しい。  
お昼少し前、メンバー(し)さんの知人である(Ｅ)さんがファームにお見えになりました。話題豊富な(Ｅ)さんを囲

んで世間話に花が咲き、楽しいひとときを過ごしました。亀作ファームは農作業と同様にコミュニケーション

を大切にしているのです。 
 
(Ｔ)さんのほたるのたんぼの稲刈りお手伝いをして、稲藁を分けて頂きました。今日はその稲藁を亀作ファ

ームまで運びました。(Ｔ)さんの軽トラックをお借りして荷台一杯に藁を積んで持ち帰り、納屋に積み上げまし

た。ほたるの田んぼで育った稲、おだがけし天日干しした稲藁。そんな稲藁を使って大切に野菜などを育て

るのです。亀作ファームの野菜たちは幸せだね。（＾＾；） (ひ)

( -> )

2012年9月23日『第37号』 日曜日(雨)
 
今日の作業

・終日雨のため、作業はありません 
 
今年は9月に入っても太平洋高気圧の勢力が強く、気温の高い日が続いた。お

陰で時季外れの大玉スイカが収穫できそう。下旬になって東西の高気圧のせめ

ぎ合いから不安定な天候が続くようになり、秋霖を予感させる。7月8日『第25号』

前出の「アジサイ」の花が終わった後、挿木していたものが2ヵ月余りで根付いて

新芽を出した。「芙蓉」の苗木とともに来年にはそれぞれにきれいな花を見せて

くれるかもしれない。(か)

( -> )

2012年9月30日『第38号』 日曜日

　　　　　　　　　　(晴れ一時雨)
今日の作業

・白菜苗の定植

・長ネギの定植

・大玉スイカの収穫

・栗拾い

・茄子とキュウリの収穫

　　　記録写真は・・・・>こちら ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/フォトギャラリー/記録写真-2012-09-30/) 

今晩台風17号が関東地方に最接近する予報の中、午前中から晴れて午後に一時通り雨もあったが多少暑

さを感じる心地いい天候に恵まれた。

先週雨で農作業が流れたこともあり、メンバ全員やる気満々で農作業に汗を流した。大玉スイカが１０数個

とこの季節になってからなかなかの出来栄えである。
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午前中は白菜の苗を定植する際に、若葉を虫に食べられ穴だらけになった白菜達に向って(た)さんが「ガン

バッテ！」と激励の一声かけて畑の中へ送り出した。何とも突然声をかけられた白菜達もビックリして勇気づ

けられたかも・・・？

午後には台風の来る前に栗拾いをしたが、今年の栗は昨年と違いビックで形も良く上出来である。春先に

栗の木の根元に堆肥をいれたのが功を奏したようである。何だか栗の木が昨年より一回り大きくなった様な

気がする。

夕方に(E)さんから修理依頼中の耕運機が多忙で時間が取れないため、まだ完成しないと連絡があり、必要

であれば修理期間中に代わりの耕運機をタダで貸し出すとの心遣いをしていただいた。

亀作メンバにとってとてもありがたい言葉である。

(E)さんのお陰で亀作ファームの農機具が元気を取り戻しつつある。

(E)さんこれからも亀作ファームよろしくお願いします。(し)

◀ 前へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/８月/) 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　
　　　　　　　▶ 次へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/１０月/) 　

0いいね！
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ホーム > ファーム通信 > 2012年 > ▶１０月

◀ 前へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/９月/) 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　
　　　　　　　▶ 次へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/１１月/) 　

2012年10月8日『第39号』 月曜日(晴れ)
 
今日の作業

・定植　　キャベツ、白菜、レタス

・播種　　大根、聖護院

・ナス追肥

・キュウリ誘引

　   　　　　　　　記録写真は・・・>こちら ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/フォトギャラリー/記録写真-2012-
10-08/)
 
今日は、秋が深まり野草に冷たい露がむすぶという「寒露」。

移動性高気圧が優勢になったおかげで久しぶりにスッキリと晴れ、気温も20゜Cを僅かに越す程度で作業を

するには絶好の日和になった。 
コスモスが咲き、アキアカネが飛び、そして栗の実が音をたてて落ちて圃場はすっかり秋の気配。 蕎麦や大

豆の収穫も近い。

秋の味覚の栗とサツマイモを収穫したのと同時に夏野菜のキュウリが未だに収穫できているのが不思議。

(め)夫人から圃場の栗で作った、見た目もおいしそうな渋皮煮の差し入れがあった。作業前ミーティングでコ

ーヒーを飲みながら皆でいただいたが見た目だけでなく味もベリーグッドでした (か)

( -> )

2012年10月14日『第40号』 日曜日

                              (曇りのち小雨)
今日の作業

・終日小麦の脱穀

・ニンニク、ラッキョ用の畑耕作 
　

　　　　　　記録写真は・・・>こちら ( -> http://kamesaku-
farm.jimdo.com/フォトギャラリー/記録写真-2012-10-14/)
 
　亀作ファームのメンバーの（く）と申します。僕にとって、初めてのファーム通信となります。　４０号にもなっ

て、初めてというのも不思議な気がするのですが、ここ３ヶ月野暮用、体調崩しなどなど、言い訳には事欠か

ぬ事態が多々発生し、本日も、３週間ぶりの亀作という次第でした。

　久々の畑、雲一つない青空とは行きませんでしたが、暑からず、寒からず、秋のほど良い気候に、皆張り

切って、初夏に収穫した小麦の脱穀作業を完遂することができました。

　正直、終わってホッとしました。

これで、ソバの収穫準備完了です。 天気に恵まれれば、来週あたり刈取りができそうです。　新そば…楽し

みです。

26

http://kamesaku-farm.jimdo.com/
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1/
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1/2012%E5%B9%B4/
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1/2012%E5%B9%B4/%EF%BC%99%E6%9C%88/
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1/2012%E5%B9%B4/%EF%BC%91%EF%BC%91%E6%9C%88/
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC/%E8%A8%98%E9%8C%B2%E5%86%99%E7%9C%9F-2012-10-08/
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC/%E8%A8%98%E9%8C%B2%E5%86%99%E7%9C%9F-2012-10-14/


　そうそう、今日はファームにお客様が来園しました。

僕の前の会社の上司に方です。　お手伝いありがとうございました。

今日は気持ちよく眠れそうです。　おやすみなさい。

 

( -> )

2012年10月21日『第41号』 日曜日

                                       (晴れ)
今日の作業

・常陸秋そばの刈り取り

・定植　　ニンニク、ラッキョ

・なすときゅうりの収穫、栗拾い

 
　　　　　　記録写真は・・・>こちら ( -> http://kamesaku-
farm.jimdo.com/フォトギャラリー/記録写真-2012-10-21/)

　先週の小麦の脱穀に続き、今週は蕎麦の刈り取り、秋の大イベントです。

今夏の異常な暑さは自然の体系をくるわせ、彼岸花が10日も遅れて咲いたり、そばの開花にも影響を及ぼ

し、実のつきが悪いのではと（し）さんが話してました。亀作の蕎麦も実のつき方が少なく、畑の中ほどは枯

れてました。それでも刈り取ってわらで束ねて脱穀が済んで麻袋に入れた小麦のあとの納屋に運び入れる

と、収穫の喜びを感じます。

　午後から来た（く）さんがらっきょうとにんにくを植え込みました。薄暗い中でなすときゅうりの収穫、栗もた

っぷり取れました。上弦の月と"あの町この町日が暮れる"の夕日が印象的な日でした。

( -> )

2012年10月28日『第42号』日曜日

                          　（くもり後雨）

今日の作業

　・草取り

　・秋のほうれんそう種まき

　・くり、きゅうり、なす、サトイモ、

　　さつまいもの収穫

 
　　　　　　記録写真は・・・>こちら ( -> http://kamesaku-
farm.jimdo.com/フォトギャラリー/記録写真-2012-10-28/)
( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/フォトギャラリー/記録写真-2012-10-21/) 
本日はメンバー4名の作業となりましたが、天気予報では午後から雨。よって当初、以前収穫した小麦の唐

箕かけの予定でしたが天候の具合で作業変更となりました。作業途中で予定より早く雨が降ってきましたの

で作業を中止し、納屋の軒下へ移動し、昼食としました。この時期の雨も、ひときわ冷たく感じ、一雨毎に冬

が間近なのでしょうか、畑もそろそろ冬仕度かな。くり、きゅうり、なすの収穫は最後となりました。今年の紅

葉はどこも一週間から10日位遅れているそうですが、31日の裏磐梯紅葉ドライブが楽しみです。（め）

( -> )

2012年10月31日『第43号』水曜日

　　　　　             （曇り一時雨）

(く）さんの車で４：30ユニクロ発　7：30五色沼湖畔に到着。

昆沙門沼の鯉が口をパクパクさせて私たち５人を歓迎してくれました。

　湖畔の木道歩いて”赤や黄色の色さまざまに水の上にも織る錦”と眺めていると、りす発見。一同カメラ、携

帯かまえても、りすはきずくことなくまつぼっくりをむしゃむしゃたべて、倍率の高い（め）さんのカメラにはりす
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の姿くっきりと映っています。　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記録写真は・・・>こちら ( ->
http://kamesaku-farm.jimdo.com/フォトギャラリー/2012年/裏磐梯ハイキ

ング/)
 
　赤沼、みどろぬま、青沼と進んでいくと雨になり、かさをさして、カッ

パを着て、青緑色の沼の色、くじゃくしだの濃い緑、黄色いもみじ、赤

い紅葉の対比の美しさをめにおさめて進んで行きました。着いたとこ

ろが桧原湖、快速モーターボートに乗り湖へ。　磐梯山が爆発して空から巨石や灰が雨のように降り注い

で、できた桧原湖。大小４８個の島の紅葉が湖の中で浮き立ってきれい。

　次は中津川渓谷、ここは真黄色の林を下りに下ったところの渓谷もよう、のおもしろさがありました。紅葉

の最高の時に行けた、紅葉づくしのハイキングでした。(た)

◀ 前へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/９月/) 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　
　　　　　　　▶ 次へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/１１月/) 　

0いいね！
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ホーム > ファーム通信 > 2012年 > ▶１１月

　　◀ 前へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/１０月/) 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　
　　　　　　　　▶ 次へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/１２月/)

2012年11月4日『第44号』日曜日

　　　　　　　　　　　　（快晴）

 今日の作業

・小麦の唐箕（とうみ）処理

・そら豆苗の定植

・ほうれん草、青梗菜の播種

・茄子・胡瓜の片付けと支柱撤去

・奴頭と薩摩芋の収穫

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記録写真は・・・>こちら ( ->
http://kamesaku-farm.jimdo.com/フォトギャラリー/記録写真-2012-11-04/)
 
 朝から夕方まで快晴の爽やかな一日。唯一独身でヒョウキン者の（お）さんが作業に参加し、久々にメンバ

ー全員が揃いました。５０の手習いとか言って留学中のところ、所用で帰省したのです。

午後のお茶時には、餅つきなどでお世話になっているＴさんご夫婦がお見えになり、もろもろ話が一段と弾

みました。 
 
メインの作業は初夏に刈取って、１０月に脱穀した小麦の唐箕処理です。唐箕とは収穫した穀物を脱穀した

後、籾殻や藁屑を風によって選別する農具です。もちろん人力駆動です。選別した小麦は製粉しウドンなど

を作ります。楽しみにしながら作業しました。 
 
ところが作業途中、多くの麦粒に小さな黒点があることに気付きました。黒点のある麦粒は中がスカスカ。こ

れでは製粉を断念するしかありません。残念無念。気が抜けてしまった。夏の暑さと保管方法に問題があっ

たのでしょう。苦労が水の泡。何としても今後に活かさなければなりません。今年の小麦は、せめて栄養たっ

ぷりの堆肥になってほしい。 （ひ）

 

( -> )

2012年11月11日『第45号』日曜日

　　　　　　　　　　　　（小雨後曇り）

 今日の作業

・サツマイモ収穫

・玉葱の定植

 　　　　　　　　記録写真は・・・>こちら ( -> http://kamesaku-
farm.jimdo.com/フォトギャラリー/記録写真-2012-11-11/)
 
今日は朝から一時小雨模様で(く)さんがファームに来て早出でサツマイモ掘りを始めたところへ(め)さんが応

援に駆けつけ、その後みんなでサツマイモ掘りに参加しました。

今年のサツマイモは肥しをあげたこともあり、昨年より大き目のものがゴロゴロと土から出て来て収穫の喜

びもありメンバーの顔がほころびました。

午後はサツマイモの収穫を終えた後に、玉葱を３畝程植えしました。 
 
ところで先週「小麦の唐箕（とうみ）処理」を行いましたが、帰宅後にメンバーの(か)(め)(た)(く)さんが皮膚の

痒みの病状が出て(た)(く)さんが病院に駆けつける事態になりました。

(し)は両腕に赤い斑点ができた程度で痒みは余り無く、(ひ)さん一人は何故か殆ど病状が出ないといい不可

解なことが起きている。
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小麦の中に虫はいっていて、唐箕の風で飛んで肌についた可能性があり原因がよく解っていません。

先日収穫した常陸秋そばは、小麦を保管していた同じ納屋に入れ乾燥中であるが、唐箕（とうみ）処理の際

に小麦と同様なことが起きそうで心配である。 （し）

( -> )

2012年11月18日『第46号』日曜日(晴れ)

今日の作業

・サツマイモ収穫

・定植　　黄玉葱　赤玉葱               
　　　　　　　　　　　　記録写真は・・・>こちら ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/フォ

トギャラリー/記録写真-2012-11-18/)

「立冬」をとうに過ぎて、吹く風も「木枯らし」に変わり、枯葉が舞い、陽の温もりや陽

だまりが恋しい季節になった。夏の間、世話になったテーブル(食事やコーヒーブレイクで皆が集う)の日除け

のフライも今日から張るのを止めた。

夏野菜の畝の整理も終わり、大根、聖護院、キャベツ、白菜、レタス、葱等「ファーム」の作物もすっかり冬

模様に変わった。

昨日の30ミリ近い本格的な雨で圃場の土が重く湿って作業に手間がかかったがそれでも、サツマイモの収

穫、そして1回目の玉葱の定植を終えた。

「大掃除」､「忘年会」､「餅つき」の日程も決まり､一挙に年末のムードになった。(か)
 

( -> )

2012年11月25日『第47号』日曜日

                                         (晴れ) 
今日の作業

 ・さつま芋の日干し乾燥＆移動保管

・定植　黄玉葱　赤玉葱

・ﾎｰﾚﾝ草(日本ﾎｰﾚﾝ草、ｱﾄﾗｽ)の播種  
 
         　　　記録写真は・・・>こちら ( -> http://kamesaku-
farm.jimdo.com/フォトギャラリー/記録写真-2012-11-25/)
 
  畑に着いたときは、霜が降りていました。日立にいると中々見られない風景です。毎回、亀作に来ると季節
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感を肌で感じます。予報では寒い一日となりそうと思って某メーカーの防寒肌着を着込んで行ったのです

が、ポカポカ陽気で作業の度に汗が出るほどでした。 
さつま芋の収穫後の納屋への保管はいつも心配でしたが、(ひ)さんが別宅へ保管しても良いと、快く引き受

けてくれました。また、寒さ避けに(た)さんが毛布も準備してくれました。感謝。今年は量も多く、おいしい乾

燥芋が出来そうです。Ａ・Ｃエリア間の側溝のフタも通る度に不安でしたが、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞにしました。ﾒﾝﾊﾞｰの
知恵を出し合って、安全最優先で亀作の野菜作りをしたいものです。(め)
 

　　◀ 前へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/１０月/) 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　
　　　　　　　　▶ 次へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/１２月/)

0いいね！
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ホーム > ファーム通信 > 2012年 > ▶１２月

　　◀ 前へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/１１月/)

2012年12月2日『第48号』日曜日

 　　　　　　　　　 （晴れのち薄曇）

今日の作業

・大豆の刈取りと乾燥

・白菜の冬支度

・柚子の収穫（柚子ジャムにする）

・奴頭の収穫

 
         　　　記録写真は・・・>こちら ( -> http://kamesaku-
farm.jimdo.com/フォトギャラリー/記録写真-2012-12-02/)
 
早いもので今年も１２月に入ってしまいました。

農作業は一段落する季節ですが、亀作ファームは最後の大仕事が残っています。

３００平米くらいの畑で大豆を育ててきました。これが葉も茎もすっかり茶色になり収穫時となったのです。 
 
収穫の手順は、大豆の茎を手で引抜いて小束にして畑に並べていきます。鞘と実を落とさないように扱いま

す。 
 
引抜きを終えたら小束を一ヶ所集めて立掛けていきます。数メートル四方になった束が倒れないように紐掛

します。このままの状態で天日干ししたいのですが既に夕暮れ。雨の予報もあるのでビニールシートを被せ

て本日の作業は終了となりました。数日乾燥させ脱穀は来週の予定です。 
 
大豆の収穫を終えれば農作業は一段落となります。

これからは収穫した作物を使って、乾燥芋、白菜漬物、キムチ作り、そして餅つき、本日刈り取った大豆を

使う味噌仕込みへと、年間で最も楽しみな時節を迎えます。　　（ひ）

 

( -> )
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2012年12月9日『第49号』日曜日（晴れ）

　今日は、昨日の忘年会疲れのせいか、はたまた単なる年のせいなのか？

９時集合のはずが、おおよそ１０時集合でごじゃりました。

　

　でも、そこは団塊の世代、元企業戦士の面々です。

　黙々と、鼻の中を土埃で真っ黒にしながら、大豆の棒たたきを

夕方まで頑張りました。

　残念だったこと　：　（か）さんと（め）さんの力作であった、大豆干しの

三角テントが、他の皆の目に触れることなく、風で倒壊していました。

　でも、このテントのおかげで水曜夜の雨はしのげたようです。

　うれしかったこと　：　亀作ファームで収穫した’ゆず’で作った’ゆずジャム’
をロールパンにつけて食べたら、とてもおいしくいただけました。

このジャムは（く）、すなわち私が作ったものですよ～ん。

　今日のお土産は、白菜、サツマイモ、キウイ、葉付き大根です。

　来週は、いよいよソバの脱穀、＆大豆の唐箕掛けですね。

　できれば、乾燥芋もやりたいのですが・・・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（く）

( -> )

2012年12月16日『第50号』日曜日

　　　　　　　　　　　　　（晴れ）

今日の作業

・蕎麦の脱穀

・蕎麦と大豆の唐箕がけ

・葱と大根、白菜の収穫

         　記録写真は・・・>こちら ( -> http://kamesaku-
farm.jimdo.com/フォトギャラリー/記録写真-2012-12-16/)

衆議院議員　総選挙の日　亀作まで行くのに何組ものご夫婦に会いました。車社会の中で、近くの投票所ま

で連れ立っていく姿はいいものだと思いました。

（た）は亀作に着いて、蕎麦の脱穀していた（め）さん(く）さん、あとからきた（ひ）さんに昨日の力作をみせま

した。それは先週、汚れて、虫にくわれ、穴ができた収穫用のコーヒーの麻袋を洗濯して夜なべをして見事、

修繕したのです。農業してると面白いことがありますね。

　今日は天気よく、暖かく、蕎麦と大豆の脱穀、唐箕日和でした。小麦の時、虫刺されのかゆいかゆい体験

あるのでさされないように願いました。唐箕にかけると蕎麦は風にとばされる量多く、５キロもないかも、大豆

も殻や土の固まり除くと１０キロあるかないか、午後から（し）さんくわわり、パワーアップ。　

昼食は（く）さん手製のゆずポン酢をできたての豆腐にかけてたべました。良い香りでおいしかった。　（た）
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http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC/%E8%A8%98%E9%8C%B2%E5%86%99%E7%9C%9F-2012-12-16/


( -> )

2012年12月24日『第51号』月曜日

                                  　  （晴れ）

今日の作業

・乾燥芋つくり

・大根、白菜の収穫

         　記録写真は・・・>こちら ( -> http://kamesaku-
farm.jimdo.com/2012/12/26/2012-12-26-ファーム通信第51号を配信

しました/#no51)

当初12/22（土）予定の「第1回乾燥芋つくり」が雨のため今日にずれ込み、早朝から寒さの中で（ひ）（く）（め）

（た）（し）５人衆がヤル気満々で集合した。（か）は風邪で体調が万全でないこともあり大事を取って休養日。

乾燥芋つくりのために亀作ファームの薪釜に久し振りに火が入り、みんなで暖を取りながら作業を始めた。

薪釜はベテラン（ひ）さんが薪を巧みに燃やしながら収穫したサツマイモを鍋でじっくり蒸かして行く。サツマ

イモを蒸かしながら時々割り箸でつつき、柔らかになった頃に皆で味見をし寒さの中での蒸かし立て芋は甘

くてとても美味しく感じる。

 
お正月が近いこの時期に畑の脇で薪釜の火で暖を取り珈琲を飲みながらのメンバ団欒は、アウトドアならで

はの楽しみかも知れない。

（た）さん作「いとこ煮」の料理がメンバに振る舞われ、亀作ファーム産の小豆と甘さを抑えたカボチャの組み

合わせは意外とグッドである。このいとこ煮は、各地に伝わる郷土料理の一つのようで材料を煮えにくいも

のから追々入れていくことから、「おいおい」を「甥甥」すなわちいとこにかけたものが語源の一つとされてい

るようだ。（た）の秘めた料理をこれからも亀作メンバに振る舞ってくださいね！（し）

( -> )

2012年12月29日『第52号』 土曜日(曇り)
 
今日の作業

・餅つき

　　　　　　記録写真は・・・>こちら ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/
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http://kamesaku-farm.jimdo.com/2012/12/26/2012-12-26-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC51%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/#no51
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC/2012%E5%B9%B4/%E5%B9%B4%E6%9C%AB%E9%A4%85%E3%81%A4%E3%81%8D%E4%BC%9A/


フォトギャラリー/2012年/年末餅つき会/)
 
師走も押し詰まって、気候も「小寒」に向かって日ごとに最低気温を

更新する。

「米作りオーナー」を主宰され、米作りを通じて農業に親しむイベント

を催行されている(Ｔ)さんご夫妻は、「亀作ファーム」から程近い、前

に南北に緩やかな傾斜の棚田とその向こうの多賀山地に正対した

地に住まわれている。

農業の先達としてのご夫妻には、おいしい「オダ掛け米」を分けていただいたり、日頃から我々メンバーが物

心様々にお世話になっている。

ホタルの飛ぶ棚田で収穫したもち米を分けていただき、餅つきのための道具や備品、そして庭先までもお借

りして、さらにご指導までお願いするという何もかもご夫妻頼みの「餅つき」もせわしい歳の瀬の恒例になっ

た。(Ｔ)夫人お手製の白菜や大根の漬物とつきたての餅での「海苔餅」「納豆餅」「辛味餅」の昼食をはさんで

数時間、メンバーだけで美味しい「のし餅」30枚をつきあげた。みんなよく頑張りました。

これで今年度のイベントは恙無く終了した。　新年さらに活動をステップアップするよう気分も新たにガンバ

ロー!　(か)
 

　　◀ 前へ ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ファーム通信/2012年/１１月/)

0いいね！

35

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%2F2012%25E5%25B9%25B4%2F%25EF%25BC%2591%25EF%25BC%2592%25E6%259C%2588%2F&t=%E2%96%B6%EF%BC%91%EF%BC%92%E6%9C%88
http://twitter.com/share?text=%E2%96%B6%EF%BC%91%EF%BC%92%E6%9C%88&url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%2F2012%25E5%25B9%25B4%2F%25EF%25BC%2591%25EF%25BC%2592%25E6%259C%2588%2F
mailto:?subject=%E2%96%B6%EF%BC%91%EF%BC%92%E6%9C%88&body=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%2F2012%25E5%25B9%25B4%2F%25EF%25BC%2591%25EF%25BC%2592%25E6%259C%2588%2F
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC/2012%E5%B9%B4/%E5%B9%B4%E6%9C%AB%E9%A4%85%E3%81%A4%E3%81%8D%E4%BC%9A/
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1/2012%E5%B9%B4/%EF%BC%91%EF%BC%91%E6%9C%88/


15
1月

▶2013.1.15　ファーム通信第53号を配信しました
ファーム通信

2013年1月5日-6日『第53号』 土･日曜日(薄曇り) 
 
今日の作業

・乾燥芋つくり

・白菜漬け下準備

亀作ファーム農民一同、今年も元気に１月５日、６日の両日ファームに集合し、乾

燥芋つくりに精を出しました。 
 
しかし、残念ながら、大切に保管していた生芋の半分が傷んでおりました。 それでも、両日で干し網１０枚の

乾燥芋を作りました。昨年からの通算で干し網２０枚です。 
 
残りの生芋の保管が難しいのですが、干し網１０枚以上はできそうです。　今年は、友人たちにもおすそ分

けできそうです。 
 
それと、今シーズン初めて白菜を漬け込むことができました。（し）さんがわざわざ持ってきてくれた利尻昆布

をたっぷり使ったおいしい白菜を、来週は食べられそうです。

 
 ’いずみ’の乾燥芋、霜とたっぷりの太陽にあたった甘さを増した白菜の漬物、乞うご期待。　（く）
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http://kamesaku-farm.jimdo.com/2013/01/16/2013-1-16-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC53%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/


2いいね！
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F01%2F16%2F2013-1-16-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC53%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F&t=%E2%96%B62013.1.15%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC53%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F
http://twitter.com/share?text=%E2%96%B62013.1.15%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC53%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F01%2F16%2F2013-1-16-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC53%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
mailto:?subject=%E2%96%B62013.1.15%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC53%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&body=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F01%2F16%2F2013-1-16-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC53%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F


16
1月

▶2013.1.16　ファーム通信第54号を配信しました
ファーム通信

2013年1月13日『第54号』 日曜日(晴れ) 
 
今日の作業

・乾燥芋つくり

 
井戸水、先週も凍って出なかったので、じゅうたん掛けてくれ、今日はポ

ンプ側に近い水道、水が出ていてよかった。１回目、蒸し釜にいれてティ

ータイム。今までどのくらいの量の乾燥芋できたか計算してみる。今年は

たくさんの量の乾燥芋ができてうれしい。

来年の課題は、芋が寒さにやられない、保管の仕方、今年は、（ひ）さん

がおうちに持ち帰り毛布を掛けてくれ、（く）さんが夜、ホットカーペットで

保管してくれたがそれでも腐ってしまったものおおい。

 
　利尻昆布をいれ先週つけた白菜の漬物、試食。白菜最高においしいけど、少し塩辛い。昨年キムチ用

の、白菜２．５パーセントでつけたこと思い出した。近所のお宅にお礼もかねて差し上げる。　５時近く、西山

研修所で伝承昔あそびを、子どもたちに伝えていた（し）さんが加わり、３回、６蒸篭の乾燥芋つくりかたず

け、おわると、すでに暗い。　

 
今日の昼食、のりもち　てずくりこんにゃく、さといも、さつまいものサラダ（た）

( -> )
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http://kamesaku-farm.jimdo.com/2013/01/16/2013-1-16-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC54%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/


2いいね！
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F01%2F16%2F2013-1-16-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC54%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F&t=%E2%96%B62013.1.16%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC54%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F
http://twitter.com/share?text=%E2%96%B62013.1.16%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC54%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F01%2F16%2F2013-1-16-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC54%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
mailto:?subject=%E2%96%B62013.1.16%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC54%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&body=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F01%2F16%2F2013-1-16-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC54%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F


21
1月

▶2013.1.21　ファーム通信第55号を配信しました
ファーム通信 · イベント

2013年1月20日『第55号』 日曜日(晴れ)

今日の作業

・干しイモつくり (最後です。)

　今日は大寒(ダイカン)だそうです。一番寒い日と思い、着込んで哺場へ

向かいましたが、心配してしていた蛇口が凍っていません。これで芋を蒸

かす準備ができます。ラッキー！・・・・・・という訳で、４回目の干しイモ (最後の２網分です。)の作業が終わりました。

 
干しイモつくりは手間隙のかかる大変な加工作業ですが、手作りの美味しい干しイモを食べたら止められま

せん。

折しも、この休日、茨城名産・干しイモ日本一を決める「ほしいも祭」が開かれています。初日は試食できる待ち時間が一時

間以上だったと新聞報道していました。課題はありますが、来年は亀作の干しイモを「ほしいも祭」に！！！　メンバー一同

頑張るぞ！

次回からはいよいよキムチつくりに挑戦です。(め)

( -> )

4いいね！
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F01%2F21%2F2013-1-21-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC55%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F&t=%E2%96%B62013.1.21%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC55%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F
http://twitter.com/share?text=%E2%96%B62013.1.21%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC55%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F01%2F21%2F2013-1-21-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC55%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
mailto:?subject=%E2%96%B62013.1.21%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC55%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&body=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F01%2F21%2F2013-1-21-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC55%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
http://kamesaku-farm.jimdo.com/2013/01/21/2013-1-21-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC55%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/


31
1月

▶2013.1.31　ファーム通信第56号を配信しました
ファーム通信 · お知らせ

2013年1月27日『第56号』 日曜日(晴れ)
 
今日の作業

・白菜漬け 　 
・中耕(寒おこし) 
・畝マルチ外し 
・マキ材切断 
 
冬型の気圧配置が続いて、今日も晴れて寒く乾燥した日になった。

冬の圃場に色かたちが大きな土筆の頭のような株が並ぶ。

余りの寒さにすっかり茶色に外葉が枯れた冬野菜の横綱、白菜だ。

枯れた外葉が断熱材になつて霜や北風から身を守り、外葉をめくると中はみずみずしく色も鮮やかな白菜

が現れる。霜に当たって繊維が柔らかくなり、甘みが出て美味しくなっているはず。

根元から包丁を入れ、手で裂いて洗った後、天日干しして旨味と甘みをひきだして樽に漬け込んだ。1週間

後が楽しみ。

 
キュウイ棚に「ジョウビタキ」がとまってしばらく作業の様子を見ていった。明日は最強Jの寒波が列島を覆う

と報じている。体感的には、「大寒」から「節分」の頃までが一番寒い。(か)

0いいね！
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F01%2F31%2F2013-1-31-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC56%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F&t=%E2%96%B62013.1.31%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC56%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F
http://twitter.com/share?text=%E2%96%B62013.1.31%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC56%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F01%2F31%2F2013-1-31-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC56%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
mailto:?subject=%E2%96%B62013.1.31%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC56%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&body=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F01%2F31%2F2013-1-31-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC56%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
http://kamesaku-farm.jimdo.com/2013/01/31/2013-1-31-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC56%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/


09
2月

▶2013.2.8　ファーム通信第57号を配信しました
ファーム通信 · お知らせ

2013年2月3日『第57号』 日曜日(快晴) 
 
今日の作業

・キムチ作り

・豪華昼食作り

 
 今日は節分、明日は立春とのこと。立春とはいってもこの時節は

年間で最も寒いという。しかし今日は抜けるような青空が広がり気

温も高い。絶好の作業日和になった。 
 
今年は沢山の白菜が立派に育った。表面は茶色に変色しているが冬支度の下はまばゆいばかりに輝いて

いる。本日はこの白菜を使ってキムチを作った。既に昨日から下拵えをしてしている。キムチのタレの材料

は（く）さんが東京の専門店から買ってきた。アミや唐辛子など１０種類以上を使う。でき具合は写真をみてく

ださい。 
 
留学している（お）さんが一時帰省した。おみやげの食材を使い昼食を作ってくれた。米のビーフンと衣笠茸

を入れた野菜スープだった。ビーフンは美味しかった。彼が自慢の衣笠茸スープは高級過ぎるのか、僕に

はうまいのかマズイのか分からなかった。この茸とは思えない不思議な食材、衣笠茸を調べてると、「スッポ

ンタケ目スッポンタケ科スッポンタケ属に属するキノコの一種」とあった・・・・　

なんとなく恐ろしそうな、僕は松茸以外の茸は苦手なのに。 
 
キムチを肴に一杯やりたい。これが楽しみ。　（ひ）

( -> )
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http://kamesaku-farm.jimdo.com/2013/02/09/2013-2-8-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC57%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/


0いいね！

43

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F02%2F09%2F2013-2-8-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC57%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F&t=%E2%96%B62013.2.8%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC57%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F
http://twitter.com/share?text=%E2%96%B62013.2.8%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC57%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F02%2F09%2F2013-2-8-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC57%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
mailto:?subject=%E2%96%B62013.2.8%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC57%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&body=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F02%2F09%2F2013-2-8-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC57%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F


15
2月

▶2013.2.15　ファーム通信第58号を配信しました
ファーム通信 · お知らせ

2013年2月11日『第58号』 月曜日(晴れ) 

今日の作業

・味噌作り

・2012仕込み味噌蔵出し

・ホーレン草畝潅水

・堆肥運び

 
今日の味噌作りのために寒さの中で朝から前々日に(く)(ひ)(か)が大豆洗浄、前日は(く)(ひ)が大豆煮沸の

味噌仕込み準備をして貰い味噌作りの本番を迎えることができ感謝である。

 
最初に昨年仕込んだ味噌の蔵出しをやり何と80Kg程（２Kg×40袋）も蔵出しできた。蔵出しの最中にみんな

で出来立て味噌をつまみ食い、ほんのりとした香りの自家製の熟成味噌の美味さに幸せを感じて思わず感

激してしまった。

 
こんなに美味しい味噌を熟成してくれた米麹菌君ありがとう！１年間お疲れ様でした。ご褒美におじ様達か

ら特製○○○を進呈しよう。

お昼は昨年暮れにみんなで杵と臼で搗いた餅を(た)からの差し入れ海苔で焼き餅と自家製焼き芋で昼食をした。

 
午前中の蔵出しの後は午後に今年の味噌作りに精を出した。昨年より更に美味さを追求、今回黒大豆を使

い足で踏みつけると一層旨くなるとの秘伝の情報をゲット、夢中で黒大豆を踏みつけた。何故踏みつけと良

いかは不明なり。

秘伝の情報が本当かデマかは1年後に証明されるのでとても楽しみである。

米麹菌君、踏みつけた黒大豆で美味しい味噌づくり熟成ヨロシク！　（し）

 

( -> )
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http://kamesaku-farm.jimdo.com/2013/02/15/2013-2-15-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC58%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/


3いいね！
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F02%2F15%2F2013-2-15-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC58%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F&t=%E2%96%B62013.2.15%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC58%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F
http://twitter.com/share?text=%E2%96%B62013.2.15%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC58%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F02%2F15%2F2013-2-15-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC58%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
mailto:?subject=%E2%96%B62013.2.15%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC58%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&body=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F02%2F15%2F2013-2-15-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC58%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F


07
3月

▶2013.3.7　ファーム通信第59号を配信しました
ファーム通信 · お知らせ

2013年3月3日『第59号』 日曜日(晴れ) 

今日の作業

・追肥

　　玉葱・ニンニク・ラッキョウ

・味噌用大豆選別

　　　　　　　　　　　記録写真は ----> こちら ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/フォト

ギャラリー/記録写真-2013-03-03/)
 
定期的に強い寒気が南下した影響で気温が低い日が多く、東日本では2年連続の寒冬だつたと報じてい

る。いよいよ弥生3月、玉葱やジャガイモがスクスクと成長するよう暖かくなつてほしい。

 
今日は3月3日、「桃の節句」。折しも市内鯨ヶ丘商店街で「スロータウン鯨ケ丘のひなまつり」が催行されて

いると聞き、午後の作業を早めに切り上げて見に行く。

歴史を感じさせる古い店舗や蔵の中に、時代をこえて脈々と受け継がれた「雛人形」がそれぞれに趣向を

凝らして飾られている。家人の親切な説明や応対もあって、まち全体にほんのりと暖かくゆったりとしたとし

た時間が流れる心地がした。明後日は二十四節季の「啓蟄」、圃場の梅もほころび始めた。入院した(た)さ
んの経過もいいようだし、春も間近い。(か)

7いいね！
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F03%2F07%2F2013-3-7-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC59%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F&t=%E2%96%B62013.3.7%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC59%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F
http://twitter.com/share?text=%E2%96%B62013.3.7%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC59%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F03%2F07%2F2013-3-7-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC59%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
mailto:?subject=%E2%96%B62013.3.7%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC59%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&body=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F03%2F07%2F2013-3-7-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC59%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
http://kamesaku-farm.jimdo.com/2013/03/07/2013-3-7-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC59%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC/%E8%A8%98%E9%8C%B2%E5%86%99%E7%9C%9F-2013-03-03/


19
3月

▶2013.3.19　ファーム通信第60号を配信しました
ファーム通信 · お知らせ

2013年3月10日『第60号』 日曜日(晴れ) 
 
今日の作業

・ジャガイモ植え付け

 
この日は、大変お日柄も良く、花粉舞い散る中、

　ショボショボのオメメで、鼻水をダラ～リ垂れ流しながら、

　２０Ｋｇの種ジャガイモの植え付けを行いました。

 
　種ジャガイモは、１個の大きさが約５０ｇのもの１０Ｋｇと

　百数十ｇのもの１０Ｋｇの２種類を用意しましたが、

　小さい種ジャガイモの方が、植え付け株数が多いようです。

 
　なにせ、このジャガイモは我が亀作ファーム一番の稼ぎ頭です。

　ファームの皆で、たっぷり愛情と汗と涙と若干の鼻水を注ぎ、

　７月には、美味しいジャガイモを収穫し、東京のお客様に

　発送します。

　そして、僕たちも、『いただきまぁ～す。』・・・、となる予定です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ く ）

0いいね！
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F03%2F19%2F2013-3-19-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC60%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F&t=%E2%96%B62013.3.19%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC60%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F
http://twitter.com/share?text=%E2%96%B62013.3.19%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC60%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F03%2F19%2F2013-3-19-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC60%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
mailto:?subject=%E2%96%B62013.3.19%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC60%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&body=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F03%2F19%2F2013-3-19-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC60%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
http://kamesaku-farm.jimdo.com/2013/03/19/2013-3-19-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC60%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/


21
3月

▶2013.3.21　ファーム通信第61号を配信しました
ファーム通信 · お知らせ

2013年3月17日『第61号』 日曜日(晴れ) 
 
今日の作業

・味噌作り

・タマネギの補植、他

今日は二回目の味噌作りです。前日に準備(大豆の選別、水洗い)を行

い、本日の大豆の煮炊き、潰し、たる詰めまでの仕込みを無事完了した。

今年の味噌作りは黒大豆を使用したり、煮豆を足踏みで潰したりと例年にない試みである。これも(く)さんの

美味しさへのこだわりか。

来年の蔵出しが楽しみです。

ところで、今年の蔵出し味噌を妻が友人にあげたところ、美味しいとのお声を頂きました。もうあげるなと言

いたいところでしたが・・・・手作りはやめられない。

亀作にも本格的な春がやってきます。(た)さんの早い回復をお祈りいたします。(め)

( -> )
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http://kamesaku-farm.jimdo.com/2013/03/21/2013-3-21-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC61%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/


31
3月

▶2013.3.31　ファーム通信第62号を配信しました
ファーム通信 · お知らせ

2013年3月24日『第62号』 日曜日（曇り）

本日の作業

・ジャガイモの植付（第２回）

２日前に仕入れた〔きたあかり種芋〕２０Kgを植え付けた。今年は合計４０

Kgを植えたことになります。収穫は８００Kgを期待。いかがでしょうか？

 
今回の種芋は大半が１００ｇ程度なので、半分に切って使うことにしました半分に切るといっても単に切れば

よい訳ではありません。切った双方に芽が複数残るよう、また大きさが同じくらいになるように切るのです。

芽は１個のイモに５～６以上あるのですがバランスよく出ている訳でなく、どちらかといえば偏っているので

す。切りかた、なかなか難しいパズルのようです。

 
この日の昼食は、（た）さんが手作りハンバーグを持ってくれました。ソースも手作で、素晴しく美味しかった。

野菜の添え物つきです。一同感激して頂きました。感激で話が盛り上がって気がついたら写真を撮る前に

みなお腹に入ってしまった。ごめんなさい。作っている葱、玉葱、人参などの、野菜を毛嫌いする御人がい

て、皆でからかっているうちに食事が終わってしまったのです。　（ひ）

( -> )
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http://kamesaku-farm.jimdo.com/2013/03/31/2013-3-31-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC62%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/


5いいね！
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F03%2F31%2F2013-3-31-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC62%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F&t=%E2%96%B62013.3.31%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC62%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F
http://twitter.com/share?text=%E2%96%B62013.3.31%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC62%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F03%2F31%2F2013-3-31-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC62%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F03%2F31%2F2013-3-31-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC62%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
mailto:?subject=%E2%96%B62013.3.31%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC62%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&body=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F03%2F31%2F2013-3-31-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC62%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F


10
4月

▶2013.4.10　ファーム通信第63号を配信しました
ファーム通信 · イベント

2013年3月31日『第63号』 日曜日(雨)
 
今日の作業

雨のため、作業はありません

 
弥生3月になつた途端暖かくなり、月半ばまで記録的に気温の高い日が

続いて関東以南では「桜」が軒並み1週間以上も早く、ほころび始めた。

堰を切ったように、春が来るかのようだつた。

しかし、以降一転してその後は「花冷え」の寒い日が続き、ほころび始めた「桜」も戸惑っているように見え

る。

今日も、低気圧に寒気が地表近くに流れ込んで雨の寒い一日になった。

圃場での作業ができないので「ホーレン草」や「葱」を収穫しただけで全員でファミレスに移動し、ゆっくり昼

食を摂りながら、年間の「イベント計画」「調達(支出)計画」「作付け計画」について話し合った。

ひと雨ごとに春は確実に近付く。

灰褐色の冬枯れ色をしていた多賀山地にも春が兆し始め、春告げ花の「コブシ」「アセビ」「キブシ」が花をつ

けはじめた。(か)

3いいね！
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F04%2F11%2F2013-4-11-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC63%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F&t=%E2%96%B62013.4.10%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC63%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F
http://twitter.com/share?text=%E2%96%B62013.4.10%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC63%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F04%2F11%2F2013-4-11-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC63%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F04%2F11%2F2013-4-11-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC63%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
mailto:?subject=%E2%96%B62013.4.10%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC63%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&body=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F04%2F11%2F2013-4-11-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC63%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
http://kamesaku-farm.jimdo.com/2013/04/11/2013-4-11-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC63%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/


13
4月

▶2013.4.13　ファーム通信第64号を配信しました
ファーム通信 · イベント

2013年4月9日『第64号』 火曜日(晴れ)
 
今日の作業

(た)お見舞いに東京へ、本日は作業なし

　　　　　　記録写真は ---->こちら ( -> http://kamesaku-
farm.jimdo.com/2013/04/11/2013-4-11-東京散策の写真-ビデオを

配信しました/)
 
(く)さんに高速バス往復チケット予約して貰い、5名全員で朝早く

8:00過ぎに日立南IC近くの新田中内から高速バスに乗り込み(た)お見舞いに東京へ行って来た。

見舞いの病院に夕方３０程遅れて17:30頃に到着、(た)さんをすっかり待たせてしまい一同ゴメンナサイでし

た。再会した(た)さんは顔色もよくいつもの元気印の顔が見られ一同ホットしました。

(た)へのお土産は浅草の老舗「どら焼き」と亀作ファームに咲いた花達のガーデン写真と朝一番の亀作ファ

ームの撮影ビデオを(し)持参のタブレット端末で見て貰った。(か)撮影の亀作ファーム花ガーデン写真を楽し

そうに見ていたのが印象的でした。

 
今回お見舞いのタイミングで(く)さんの実家のある浅草で下車し、東京スカイツリーの眺めのよい隅田川沿

いで一服し、その後に浅草寺や仲見世を案内して貰い(く)さんが子供の頃に食べた老舗の団子屋で5代目

のご主人と立ち話をしながら美味しい団子を堪能。お昼は「もんじゃ焼き」の有名店を訪ねたが休店で別の

店へ・・・。(く)さんが「もんじゃ焼き」の作り方を子供の頃を思い出ながら自慢げに披露していただいた後は

一斉に「もんじゃ焼き」を味わった。

昼食の後は、昨年就航したばかりの水上バス「ホタルナ※」でお台場へ。天気もよく隅田川のクルージングを

楽しめた。

　　※松本零士がデザインした宇宙船イメージの船体

　　　スタッフも宇宙戦艦ヤマト船員を思わせる洒落た服装

到着後、お台場周辺の防災施設等を見学し楽しい一日を過ごした。(し)

3いいね！
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http://kamesaku-farm.jimdo.com/2013/04/13/2013-4-13-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC64%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/
http://kamesaku-farm.jimdo.com/2013/04/11/2013-4-11-%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%95%A3%E7%AD%96%E3%81%AE%E5%86%99%E7%9C%9F-%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/
http://kamesaku-farm.jimdo.com/2013/04/11/2013-4-11-%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%95%A3%E7%AD%96%E3%81%AE%E5%86%99%E7%9C%9F-%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/


17
4月

▶2013.4.15　ファーム通信第65号を配信しました
ファーム通信 · イベント

2013年4月14日『第65号』 日曜日(晴れ)
 
今日の作業

１．圃場の草刈り

２．堆肥施肥

３．耕運機掛け

４．ネギ苗（１００本）植え付け

５．にんにく、玉ねぎ、ラッキョウの追肥

　　　　　　　　　　記録写真は ---->こちら

（た）さんから、中年5人男との珍道中のコメントがありましたので、

　今週のファーム通信は『白波五人男』ならぬ、『亀作五人男』で紹介します。

 
　知らざぁ言って聞かせやしょう

　花粉舞い散る亀作の涙と鼻水すすりつつ、

　切っても、切ってもつきねぇ雑草を

　文明開化の道具にて、バッサリ刈り取り

　ペンペン草も生えさせねぇ

　亀作の掃除屋

　その名も（め）って名乗りやす。

 
　問われて名乗るもおこがましいが、

　北海道が利尻の島を

　十と八つでトンずらし、

　今じゃ、西へ、東へ飛び歩き、

　竹とんぼ指導をおこなう、

　気楽な極楽とんぼ、

　体力自慢で、牛糞堆肥ばらまいて、

　亀作じゃぁ、ちょっとは知られた（し）ダヨ～ン。

 
　続いて次に控えしは

　花のお江戸は浅草生まれ

　ガキの折から不器用で、

　まぶな仕事はドジ続き、

　亀作ファームで壊した道具も限りなく、

　今日の耕運機壊しで合わせて４台と

　２個（すり鉢、くるみ割り）、

　壊し屋トホホの（く）で～す。

 
　亦、その次に連なるは、

　以前はお江戸の大学で、

　赤点地獄で追試に追われ

　その甲斐あって、故郷に戻って

　今でも、現役電機屋稼業、

　裏の家業じゃ亀作で、

　今日もラッキョ、ニンニク、玉ねぎに
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http://kamesaku-farm.jimdo.com/2013/04/17/2013-4-15-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC65%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC/%E8%A8%98%E9%8C%B2%E5%86%99%E7%9C%9F-2013-04-14/


　追肥係の（ひ）だぁ～い。

 
　さて、ドン尻にひけぇ～しは、

　夜の子種は尽きるとも、

　畑に種まきゃ豊作の、

　曲がったことは嫌れぃだが、

　曲がった支柱でトンネル作り、

　愛情たっぷり野菜たっぷり、

　今日も、植えに植えたり

　ネギ１００本

　亀作のドン（か）とは、俺のこったい。

 
　三寒四温の季節の移ろい

　肌で感じる、さわやかそよ風、

　井戸水の冷たい心地よさ、

　畑にゃ、いろいろな花々が咲き始め、

　じゃいも芽吹き、冬越し野菜も元気よく

　五人男の声も弾めども、

　何やら欠けてる亀作ファーム

　早く帰って来い来い（た）さ～ん。

　皆で待ってるぜ！！！     (く)

6いいね！
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F04%2F17%2F2013-4-15-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC65%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F&t=%E2%96%B62013.4.15%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC65%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F
http://twitter.com/share?text=%E2%96%B62013.4.15%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC65%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F04%2F17%2F2013-4-15-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC65%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F04%2F17%2F2013-4-15-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC65%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
mailto:?subject=%E2%96%B62013.4.15%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC65%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&body=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F04%2F17%2F2013-4-15-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC65%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F


21
4月

▶2013.4.21　ファーム通信第66号を配信しました
ファーム通信 · イベント

2013年4月20日『第66号』　土曜日(曇り)

本日の作業

・茄子と胡瓜の播種

・長葱苗の定植

      　　　　　　記録写真は ---->こちら ( -> http://kamesaku-
farm.jimdo.com/フォトギャラリー/記録写真-2013-04-20/)

２１日の日曜日は終日雨の予報なので、数週間まえからやり損ねていた作業をやりたくて畑に行きました。

作業内容は写真を見てもらったら説明するまでもないけれど、土をトタン板に盛り、U字缶の上に乗せている

のは何なのか説明が必要かも。

U字缶の口に木を燃やした残骸が見えるとおり、焼き土を作ったのです。焼いて消毒した土を写真の端にみ

えるプランターに入れ、茄子と胡瓜の種を撒きました。これを自宅のベランダで、毎日水遣りして育てます。

 
写真のメンバーが抱えている大きな白菜の苗も同様な土を使いました。あのときはかんかん照り日が続い

て、畑の表面の熱くなった土だけをかき集めました。日光消毒で、苗作りは大成功。

作業の報告はこれでお終いにして、先の（く）さんの漫談になんか書こうと思ったが、ちっとも出てこない。浅

草の老舗のボンボンで、なにを壊しても良いのよ・いいのと育てられ、いまも昔の癖がでる。　（ひ）

0いいね！
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F04%2F21%2F2013-4-21-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC66%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F&t=%E2%96%B62013.4.21%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC66%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F
http://twitter.com/share?text=%E2%96%B62013.4.21%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC66%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F04%2F21%2F2013-4-21-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC66%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F04%2F21%2F2013-4-21-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC66%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
mailto:?subject=%E2%96%B62013.4.21%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC66%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&body=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F04%2F21%2F2013-4-21-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC66%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
http://kamesaku-farm.jimdo.com/2013/04/21/2013-4-21-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC66%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC/%E8%A8%98%E9%8C%B2%E5%86%99%E7%9C%9F-2013-04-20/


30
4月

▶2013.4.30　ファーム通信第67号を配信しました
ファーム通信 · イベント

2013年4月28日『第67号』日曜日(晴れ) 
 
本日の作業

・トウモロコシ種まき　

・ネギ、キャベツの定植

　　　　　　　記録写真は ---->こちら

 　朝から気持ちの良い天気で作業日和。

今年も近所の鯉のぼりが元気よく泳ぎ

始めました。亀作も春満載です。

先日の遅霜の影響でしょうか、ジャガイモの葉がところどころ枯れていました。生育が心配ですが、Ｍさん宅

のジャガイモも枯れたそうです。天候不順は農家にとっても辛いところですが，天気予報に合った早めの対

策が必要ですね。

 
本日も最新鋭(？)の耕運機も駆使しての作業でしたが、予定のジャガイモの芽かきが出来ませんでした。毎

回、時間切れと「まあいいっか！」で終わって

しまいます。如何せん作業時間より休憩、お喋り時間のほうが長いのです。

・・・まさしく、ここはスローライフです。これもメンバーの良いところもあります。

全員がリタイヤしているわけではありませんが、それぞれの人生を歩んできた６０代が集まっています。家庭

では言えない本音を言ったり、ともに喜びも悲しみも分かち合える、情報共有の場がここにもあります。趣

味・価値観も似ているところがあり、譲り合いの精神があります。これからも大事にして行きたい。(め)

亀作の春風景
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http://kamesaku-farm.jimdo.com/2013/04/30/2013-4-30-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC67%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/
http://kamesaku-farm.jimdo.com/2013/04/30/2013-4-30-%E8%A8%98%E9%8C%B2%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/


11
5月

▶2013.5.11　ファーム通信第68号を配信しました
ファーム通信 · イベント

2013年5月5日『第68号』日曜日(快晴) 
 
本日の作業

・ジャガイモ畝芽欠き、除草

・定植 　　リーフレタス

　　　　　　　記録写真･ビデオは ---->こちら ( -> http://kamesaku-
farm.jimdo.com/2013/05/06/2013-5-5-じゃがいも芽かき作業記録を配信し

ました/)
 
さぼっていたジャガイモ畝芽欠きを(か)(め)(ひ)(し)で行った。先日遅霜で枯れていた芽は驚いたことに新芽

が出て元気に復活していた。長時間の芽欠き作業の疲れで腰がイターイ！

 
午前中に隣の畑でクリスマスローズを栽培している隣市のご夫婦の来客があり、お土産のお菓子をいただ

いた。ご馳走様でした。(し)
 

2013年5月6日　月曜日(快晴) 
 
本日の作業

・米づくりオーナー制の田植え

・ジャガイモ畝芽欠き 
　　　　　　　　　　記録写真は ---->こちら ( -> http://kamesaku-
farm.jimdo.com/フォトギャラリー/2013年/田植え/)

 
2007年から始まった米づくりオーナー制の棚田の田植えも今年で７回目で、今年は(く)(し)以外の亀作ファー

ムメンバも米づくりオーナー制に新たに参加することになり、当日は(く)(め)(か)(し)４人で田植えを手伝い賑

やかな田植えになった。

 
棚田の場所は、日本最古の地層が発見された長谷渓谷の下流にあり、渓谷から流れている水を直接田ん

ぼに入れている。６月下旬頃に多くのホタルが舞う秘めたところでもある。

 
昼食は田んぼの地主の(T)から赤飯のご褒美があり、田植えを終えた田んぼを眺めながらのんびりと美味し

いものを食べながらオーナー全員の自己紹介。

 
昼食後に楽しみにしていた「竹の子堀り」は残念ながら殆ど小さな竹の子数本しかなくガッカリで、これほど

収穫のない年はかつて無くどうも３月の雨不足が原因のようである。今年は美味しい竹の子が空振りで残

念！(し)

2いいね！
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F05%2F11%2F2013-5-11-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC68%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F&t=%E2%96%B62013.5.11%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC68%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F
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https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F05%2F11%2F2013-5-11-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC68%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
mailto:?subject=%E2%96%B62013.5.11%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC68%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&body=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F05%2F11%2F2013-5-11-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC68%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
http://kamesaku-farm.jimdo.com/2013/05/11/2013-5-11-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC68%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/
http://kamesaku-farm.jimdo.com/2013/05/06/2013-5-5-%E3%81%98%E3%82%83%E3%81%8C%E3%81%84%E3%82%82%E8%8A%BD%E3%81%8B%E3%81%8D%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E8%A8%98%E9%8C%B2%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC/2013%E5%B9%B4/%E7%94%B0%E6%A4%8D%E3%81%88/


18
5月

▶2013.5.18　ファーム通信第69号を配信しました
ファーム通信 · イベント

2013年5月12日『第69号』日曜日(快晴) 
 
本日の作業

・定植　　　キュウリ、ナス、トマト　

・播種　　　トウモロコシ、ゴボウ　

・ジャガイモ芽欠き

・除草　　

・収穫　　ホウレン草、小松菜

 
　　　　　　　　記録写真は ---->こちら ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/2013/05/18/2013-5-18-農作業の記

録写真を配信しました/)
 
 (た)さん、退院おめでとうございます。ゆっくり療養してください。亀作メンバーが勢ぞろいできる日を楽しみ

に待っています。

 
皐月五月に入って、野山に新緑が溢れ、夏の気配が漂う「立夏」をとうに過ぎたのに、平均気温を越えた日

がほとんどないような肌寒い日が続いていたが、今朝の圃場は、暖かい陽があふれ、風もほどほどに心地

よい作業日和になった。

ところが快晴に近い青空に、新緑の多賀山地の上だけ雲がかかって不思議な空模様。

ここ2、3日、多賀山地の東の海側に湿った気流が流れ込んで低層雲をつくっている。そして今日はその西

の端が多賀山地の上にあるように思われる。トウモロコシの播種と共に自前の苗が間に合わないので少し

だけ夏野菜の苗を買って定植。雨が降って、ニンニク、玉葱、芽欠き・除草の終わったジャガイモが順調に

成長し、そして圃場にある梅の木の実も大きく育つ。(か)

0いいね！
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F05%2F18%2F2013-5-18-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC69%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F&t=%E2%96%B62013.5.18%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC69%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F
http://twitter.com/share?text=%E2%96%B62013.5.18%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC69%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F05%2F18%2F2013-5-18-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC69%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F05%2F18%2F2013-5-18-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC69%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
mailto:?subject=%E2%96%B62013.5.18%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC69%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&body=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F05%2F18%2F2013-5-18-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC69%25E5%258F%25B7%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
http://kamesaku-farm.jimdo.com/2013/05/18/2013-5-18-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC69%E5%8F%B7%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/
http://kamesaku-farm.jimdo.com/2013/05/18/2013-5-18-%E8%BE%B2%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E3%81%AE%E8%A8%98%E9%8C%B2%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/


09
6月

▶2013.5.26　ファーム通信第70号配信しました　
ファーム通信 · イベント

最新！2013年5月26日『第70号』日曜日(曇り）

 
本日の作業

 
　すでに入手した

　乾燥芋の苗（いずみ）　　　 　400本
　サツマイモの苗（紅はるか）　200本
　 を植える、畝（１４ｍ×13畝）を作りました。

　既に、圃場は先週までに堆肥を漉き込んであり、十分に耕運機をかけているので、土はふわふわで最良

の状態でした。

　それでも、畝盛りをして、マルチをかけていく作業は６０代の私達には結構きつい作業です。

　最初は１～２畝作っては大休止であったのですが、（ひ）さん、（め）さん、そして私（く）の３人のコンビネー

ション行動が徐々にスムーズになり、３畝作って、中休止。　また３畝作って、中休止。　と、言った具合に順

調に事は運び、何とか終了しました。

　月、火の両日で、苗を植える予定です。

　苗植え班の皆様よろしくお願いいたします。

　ところで、この日の昼食時も、（た）さんが色々と食事を用意してきてくれました。　その中に高知産のたま

ねぎの入ったサラダがあるではありませんか。　いつもであれば、だれかのお皿に移してしまうのですが、な

ぜか、このときは・・・・、

　私がこの世に生を受けて６４年４ヶ月と２６日にして初めて体験、というよりは果敢なるチャレンジをしてみ

たくなったのです！

　なんと、’生玉ねぎ’を食べたのです。　それも、ゆっくりとカミカミして味わいながら食べたのです。

　

　その後、昨日３１日（金）カレーを食べたのですが、いつもであれば、よけていた、くたくたに煮込まれた玉

ねぎを残さず食べることができました。

　何か自分が変わったような気がしています。

　

　６４歳にして変身できたことに対して、

　　　亀作ファームありがとう。

　　　（た）さんありがとう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（く）

0いいね！
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F06%2F09%2F2013-5-26-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC%25EF%25BC%2597%25EF%25BC%2590%25E5%258F%25B7%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F&t=%E2%96%B62013.5.26%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC70%E5%8F%B7%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%80
http://twitter.com/share?text=%E2%96%B62013.5.26%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC70%E5%8F%B7%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%80&url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F06%2F09%2F2013-5-26-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC%25EF%25BC%2597%25EF%25BC%2590%25E5%258F%25B7%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F06%2F09%2F2013-5-26-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC%25EF%25BC%2597%25EF%25BC%2590%25E5%258F%25B7%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
mailto:?subject=%E2%96%B62013.5.26%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC70%E5%8F%B7%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%80&body=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F06%2F09%2F2013-5-26-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC%25EF%25BC%2597%25EF%25BC%2590%25E5%258F%25B7%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
http://kamesaku-farm.jimdo.com/2013/06/09/2013-5-26-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC%EF%BC%97%EF%BC%90%E5%8F%B7%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/


09
6月

▶2013.6.2　ファーム通信第71号配信しました
ファーム通信 · イベント

2013年6月2日『第71号』日曜日(曇り) 

 
本日の作業

・ネギ苗の土寄せ

・夏野菜の苗植え付け

・大根、トウモロコシの播種

・キュウリの支柱立て

・耕運機による除草

　など、などです

 
　前回の報告が遅くなった罰として、今回も（く）が報告することとなってしまいました。

　さして、畑仕事をやることもないだろうと、たかをくってファームへ行ったのですが、いやはやあてがはず

れ、結構ハードな１日となってしまいました。

　それでも、今日も、（た）さんがおいしいキャベツ料理を持ってきてくれましたので、しっかりと腹ごしらえがで

き、全員真面目に野良仕事をすることができました。（た）さん、来週もお願いです。

 
　来週は、玉ねぎ、ニンニクの収穫です。とても楽しみです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（く）
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http://kamesaku-farm.jimdo.com/2013/06/09/2013-6-2-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC%EF%BC%97%EF%BC%91%E5%8F%B7%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/


0いいね！
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F06%2F09%2F2013-6-2-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC%25EF%25BC%2597%25EF%25BC%2591%25E5%258F%25B7%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F&t=%E2%96%B62013.6.2%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC71%E5%8F%B7%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F
http://twitter.com/share?text=%E2%96%B62013.6.2%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC71%E5%8F%B7%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F06%2F09%2F2013-6-2-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC%25EF%25BC%2597%25EF%25BC%2591%25E5%258F%25B7%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F06%2F09%2F2013-6-2-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC%25EF%25BC%2597%25EF%25BC%2591%25E5%258F%25B7%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
mailto:?subject=%E2%96%B62013.6.2%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC71%E5%8F%B7%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&body=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F06%2F09%2F2013-6-2-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC%25EF%25BC%2597%25EF%25BC%2591%25E5%258F%25B7%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F


25
6月

▶2013.6.23　ファーム通信第72号配信しました
ファーム通信 · イベント

2013年6月2３日『第7２号』日曜日(くもり・晴れ) 
 
本日の作業

・紫タマネギの収穫＆草取り

・ナスの定植（追加分）

・庭の草刈り、他

 
 
　お待たせしました。２週間振りのファーム通信です。

先週６/１５（土）は長谷町/（T）氏宅の田んぼにてホタル観賞会

を実施する予定でしたが、天気が良くなく中止となり、翌日の亀作作業も雨で中止となりました。

（T）氏宅の田んぼはホタルが飛ぶほどに水が綺麗である証拠です。

毎年、美味しいお米ができます。

 
今日は中国から帰国した（お）さんが久し振りに亀作に来て、元気な姿をみせてくれました。

いつもの（た）さんの美味しい手料理を頂きなら、（お）さんからお土産に頂いた中国銘茶｢鉄観音｣を味わい

ました。

小生も初めて飲むこの中国茶は味がまろやかで、日本茶とは違った味わいでした。（お）さん高級な中国茶

をありがとう！　　　　　（め）
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http://kamesaku-farm.jimdo.com/2013/06/25/2013-6-23-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC72%E5%8F%B7%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/


30
6月

▶2013.6.30　ファーム通信第73号配信しました
ファーム通信 · イベント

2013年6月30日『第73号』日曜日(曇り・晴れ) 

 
本日の作業

・茄子、スイカ、瓜の定植

・ブルーベリーの草刈

・ジャガイモ堀り

・ラッキョウの収穫

・レタスの収穫　他

 
本日なんとイタリアからの来客があり、育ち盛りの夏野菜・茄子やキュウリ等のお世話をしていただきまし

た。

 
来客(ア)さんは(お)が中国留学時の同級生で、母国語のイタリア語は勿論ですが、その他に英語、中国語、

ポルトガル語、スペイン語など多言語を自由に操るエキスパートでみんなビックリさせられました。

 
でも来客(ア)さんと友人の(お)との会話は、中国語が中心で会話をしていたため何とも不思議な印象でした。

(く)が一寸茨城訛りのある英語で(ア)さんに話しかけていましたが、ここは(く)度胸で来客(ア)さんへ果敢にア

タックし何とか通じていたようでした。さすが(く)さんでした。

 
今回、折角日本に来られたこともあり、全国に誇れる地元『常陸秋そば』を食べて貰おうと近場にある蕎麦

処「いい友」へ案内しました。

来客(ア)さんは十割蕎麦（旬の野菜天ぷら添え）をオーダーされ、初めて食べる蕎麦と天ぷらを意外にもとて

も気に入っていただきました。案内して良かった。

 
7月下旬に予定している尾瀬ハイク(1泊2日)は、参加者の日程都合が調整ができないため9月(芝もみじの

季節)に延期する方向で話し合いをしました。

 
今週水曜日に都合つくメンバで東京出荷のためジャガイモ(北あかり)収穫を予定しています。都合のつくメ

ンバ宜しくお願いします。　　(し)
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http://kamesaku-farm.jimdo.com/2013/06/30/2013-6-30-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC73%E5%8F%B7%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/


04
7月

▶2013.7.3　ファーム通信第74号配信しました
ファーム通信 · イベント

2013年7月3日『第74号』日曜日

                        (曇り、時々小雨) 
本日の作業

・朝からひたすらジャガイモ堀り

 
本日の参加者は、今日から夏時間に切り替え、早朝出勤の(め)さ
ん、車が無いため同乗させてもらった私(く)、退院後、元気なられ

た(た)さん、そして、(し)さんの4人です。 　
朝から、小雨交じりでしたが、とにかくジャガイモを掘り起こさねば、せっかく

のじゃがいもが、傷んでしまうとの思いから、とにかく、ひたすら皆で、ジャガイモ掘り起こし作業に専念しました。

残念ながら、すべて終了とは参りませんでしたが、それでも6割くらいの作業ができました。　残りは、次の日曜日7日です。

 　
ところで、ジャガイモの出来具合ですが、Ｃの圃場に植え付けたジャガイモは、浅植えに加えて、肥料過多のため、肥料

焼けが多く見られ、一方、Ａの圃場は、深めに種芋を植え付けたお蔭でしょうか？　一番早く種芋を植え付けたにも拘らず、

茎がしっかりしており、ジャガイモに肥料焼けもなく、マヅマヅ、いや、上々の『でき』に、皆大満足！！！ 　計量していない

ので、はっきりとは判りませんが、200Ｋｇ以上の収穫となったように思います。 　

 
さて、問題はここからです。　今年は、まだ売り先が決まっていません。　

1Ｋｇ，２００円です。　希望者がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください。

ご連絡を待ってま～す。 連絡先は　mrmkuroda@yahoo.co.jp ( -> mailto:mrmkuroda@yahoo.co.jp) 　です。 　

 

7日日曜日は、掘り起こしたばかりのジャガイモを蒸かして、(K)さんから頂いた塩辛を付けて食べたいと思っています。　　　

　(く)

3いいね！
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F07%2F04%2F2013-7-3-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC74%25E5%258F%25B7%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F&t=%E2%96%B62013.7.3%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC74%E5%8F%B7%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F
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https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F07%2F04%2F2013-7-3-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC74%25E5%258F%25B7%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
mailto:?subject=%E2%96%B62013.7.3%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC74%E5%8F%B7%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&body=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F07%2F04%2F2013-7-3-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC74%25E5%258F%25B7%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
http://kamesaku-farm.jimdo.com/2013/07/04/2013-7-3-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC74%E5%8F%B7%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/
mailto:mrmkuroda@yahoo.co.jp


17
7月

▶2013.7.14　ファーム通信第75号配信しました
ファーム通信 · イベント

最新！

2013年7月14日『第75号』日曜日

                       　　　 (曇り､晴れ) 
本日の作業

・畑、広場周辺の雑草刈り

・大豆の畑作りと播種

・茄子の定植（10本ほど）

・以前に定植した茄子への追肥

・ジャガイモの収穫と試し蒸し

梅雨明け１週間、暑い毎日です。

本日も日差しがあると大変。耕運機を使って畑を耕していた体力自信の（く）さんがヘバッてノビてしまいまし

た。ちょっと休んだら元気を取り戻すから立派です。

週１だから仕方ないのですが、こんな日に作業してはいけないのでしょう。なんてたって老人ファームとも呼

ばれている。１１９のお世話にならないようにしましょうね。

 
きょうもいっぱい作業したけれど、トウモロコシなどの防鳥ネット張りなどが残ってしまいました。これはタイミ

ングを逃せないので、あす海の日も作業することになりました。ほんとうに元気ですね。　　（ひ）
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http://kamesaku-farm.jimdo.com/2013/07/17/2013-7-14-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC75%E5%8F%B7%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/


0いいね！
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F07%2F17%2F2013-7-14-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC75%25E5%258F%25B7%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F&t=%E2%96%B62013.7.14%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC75%E5%8F%B7%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F
http://twitter.com/share?text=%E2%96%B62013.7.14%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC75%E5%8F%B7%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F07%2F17%2F2013-7-14-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC75%25E5%258F%25B7%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F07%2F17%2F2013-7-14-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC75%25E5%258F%25B7%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F


22
7月

▶2013.7.21　ファーム通信第76号配信しました
ファーム通信 · イベント

2013年7月21日『第76号』日曜日  (晴れ) 
                       　　　    
本日の作業

・じゃがいも収穫

・ブルーベリーの灌水、草取り

・とうもろこし､長葱､茄子､キュウリの収穫

　(た)が亀作についたら(く)さん(ひ)さんはじゃがいも収穫作業中、(た)はブルーベリーの灌水、草取りしてから、２人に加

わり、今日は３人での農作業になりました。

畝の両端は良いジャガイモでしたが、中間部は腐りがある。深耕して多収穫をと、行いましたが、土がかた

く、掘りにくく、シャベルをつかうと、傷つけてしまい、空気が通らないので腐りやすいと思いました。じゃがい

もはさらさらした土で手堀りできるところが良いものができるのかな。良品５KG、収穫

　そして楽しみにしていた、とうもろこしの収穫、(く)さん、いわく、いままで最高の出来、カラスさんにとられる前に、人

間様が収穫、皆さんに分け、家に帰って茹でたら、最高に甘くておいしい。

昼食は先日、テレビでみた、球磨川の棚田の田植えの食事の野菜の煮物がおいしそうだったので、作りま

した。ジャガイモ、にんじん、こんにゃく、愛知の角麩、ちくわの煮物ときゅうり漬け。(Ｍ)様よりの冷えた、すいか

もおいしかった。　（た）

0いいね！
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http://twitter.com/share?text=%E2%96%B62013.7.21%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC76%E5%8F%B7%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F07%2F22%2F2013-7-21-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC76%25E5%258F%25B7%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F07%2F22%2F2013-7-21-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC76%25E5%258F%25B7%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
http://kamesaku-farm.jimdo.com/2013/07/22/2013-7-21-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC76%E5%8F%B7%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/


30
7月

▶2013.7.28　ファーム通信第77号配信しました
ファーム通信 · イベント

2013年7月28日『第77号』日曜日  (曇り) 

                       　　　    
本日の作業

・除草　　サツマイモ畝　　スイカ畝　

・小玉スイカ　ネット張り　

・大玉スイカ　藁敷き　

・誘引　　キュウリ、トマト　

・収穫　　トウモロコシ、カボチャ、トマト、

　　　キュウリ、ナス、ダイコン

 
昨夜の雷と雨はホントにすごかつた。日立の南部では気象庁の「雨の強さ区分」の最悪である恐怖を感じる

ほどの猛烈な雨で時間雨量86mmを記録した所があった、その一方で市の中央部ではその半分以下、局地

的な豪雨だった。まだ、太平洋高気圧の張り出しが弱く、大気の不安定な日が多く連日雨が降る時間帯が

ある。

 圃場の土もたっぷり水分を含んで重い。この雨と暑さで野菜が成長すれば雑草は倍の速さで繁茂する。ほ

おっておくと圃場全体を飲み込む勢いで縦に横に膨張する。毎回、朝のミーティングの前にテーブルを置く

あたりの刈払機による草刈りからファームの一日が始まる。

 
夏場は、作業の半分以上は除草で、水分補給を繰り返しながら少しづつ終えていく。話に夢中になって水分

補給の休憩時間がついつい延びる。でもみんなが楽しければそれでいい。

 
(た)シェフの「本日の昼食の惣菜メニュー」は(ひ)氏リクエストで、収穫したジャガイモを使って油揚げとワカメ

との煮物。各自で準備してくる昼食に、(た)さんが自宅で作ってくる惣菜一品が彩を添えるようになつて久し

い。毎回、ありがたく美味しくいただく。

 今日は、近所の農家の(M)さんから冷たくひえたスイカと沢山の茹でたトウモロコシの差し入れもあつてさら

に豪華で楽しい食卓になった。17時までかかつて本日の作業終了。みなさんご苦労様でした。　(か)
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http://kamesaku-farm.jimdo.com/2013/07/30/2013-7-28-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC77%E5%8F%B7%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/


0いいね！
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https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F07%2F30%2F2013-7-28-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC77%25E5%258F%25B7%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
mailto:?subject=%E2%96%B62013.7.28%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC77%E5%8F%B7%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&body=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F07%2F30%2F2013-7-28-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC77%25E5%258F%25B7%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F


04
8月

▶2013.8.4　ファーム通信78号バーベQ会の写真を配

信しました
イベント

2013年8月4日『第78号』日曜日  (晴れ･曇り) 
                       　　　    
本日の作業

・バーベQ会　　岩魚・山女魚の塩焼き、

　　　　　　　　焼きトウモロコシ、茄子丸焼き

　　　　　　　  ジャガイモ、長葱、ピーマンの

　　　　　　　　炭火焼

・収穫　　　　  ジャガイモ、トウモロコシ、

　　　　　　　　トマト、茄子、ピーマン、長葱

　　　　　　　　

▶ バーベQ会のビデオはこちら ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/ビデオギャラリー/2013年/バーベq会/)

0いいね！
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http://kamesaku-farm.jimdo.com/2013/08/06/2013-8-4-%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%99q%E4%BC%9A%E3%81%AE%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC/2013%E5%B9%B4/%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%99q%E4%BC%9A/


11
8月

▶2013.8.11　ファーム通信第79号配信しました
ファーム通信 · イベント

2013年8月11日『第79号』日曜日  (晴れ後大雨) 
                       　　　    
本日の作業

・収穫　　ジャガイモ、トウモロコシ、トマト、

　　　　　キュウリ、ナス、ダイコン、小玉スイカ

　　　　　長葱、ピーマン

 

・除草　　サツマイモ畝、ナス畝

 

朝から猛暑で始まり夕方から天候が不安定となり大雨と落雷が凄まじかっ

た。

予め大雨と落雷の予報を事前に察知（下図）していたため早目に夏野菜の収穫を終えて退散したので幸い

にも影響はなかった。

 
午前中は残りのジャガイモの収穫で始まり夕方にかけてサツマイモ畝、ナス畝等の除草をすべて終えることができ

た。この日サツマイモの除草の際に、畝と畝の間に(し)が瓜３個発見、思わぬ収穫物をゲットできた一日であった。

 

小玉スイカを早目に収穫し井戸水で冷やしておき、夕方解散間際にみんなで亀作ファーム自家製の冷えたスイカを味わえ

た。甘味があり美味しくいただいた。残念ながら１個は食べ頃を逸し熟し過ぎて食べられかった。でもこれからも食べ頃のス

イカがスクスクと育って来ておりお盆明けが楽しみである。

ただし、カラス達に盗み食いされなければであるが・・・。（し）
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http://kamesaku-farm.jimdo.com/2013/08/11/2013-8-11-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC79%E5%8F%B7%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/


0いいね！

72

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F08%2F11%2F2013-8-11-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC79%25E5%258F%25B7%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F&t=%E2%96%B62013.8.11%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC79%E5%8F%B7%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F
http://twitter.com/share?text=%E2%96%B62013.8.11%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC79%E5%8F%B7%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F08%2F11%2F2013-8-11-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC79%25E5%258F%25B7%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F08%2F11%2F2013-8-11-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC79%25E5%258F%25B7%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
mailto:?subject=%E2%96%B62013.8.11%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AC%AC79%E5%8F%B7%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&body=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F08%2F11%2F2013-8-11-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E7%25AC%25AC79%25E5%258F%25B7%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F


01
9月

▶2013.09.01 ファーム通信『第80号』を配信しました
ファーム通信 · イベント

2013年 9月1日『第80号』日曜日　(晴れ) 
 
　　　本日の作業

　　　　・草刈り(刈払機による)
　　　　・残渣整理

　　　　・数珠玉畝除草

 
　夏バテでお休みしていましたファーム通信ですが、８月11日以来です。

 
今日の作業は蒸し暑いなかで、ひたすら草刈りと残渣整理です。草刈りは

刈払機一台では週一野菜作りの我々としては堪えます。

熱中症との闘いで、一歩間違えればのところもありますが、そこはお互い協

力しあってやっています。また一人（で参加の）野菜作りはしないことにしています。

 
この時期、専業農家の方は朝夕しか作業をしないそうです。

それでも野菜作りを続けます。4割（？）畑作業、6割は交流の場としての集まりで、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ作りの場でも

あります。我々高齢者はそれでいいことにしています。突然の来訪者も大歓迎です。

 
そんななかで久し振りの（Ｅ）さん来訪での巨峰ぶどう、スイカの差し入れと(お)さん(本日お休み)からは桃

「川中島」を差し入れて頂きました。暑さも吹っ飛び、だから亀作は止められない!!!・・・・・・・・（め）

　

2いいね！
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F09%2F05%2F2013-09-06-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1-%25E7%25AC%25AC80%25E5%258F%25B7-%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F&t=%E2%96%B62013.09.01+%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%80%8E%E7%AC%AC80%E5%8F%B7%E3%80%8F%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F
http://twitter.com/share?text=%E2%96%B62013.09.01+%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%80%8E%E7%AC%AC80%E5%8F%B7%E3%80%8F%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F09%2F05%2F2013-09-06-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1-%25E7%25AC%25AC80%25E5%258F%25B7-%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F09%2F05%2F2013-09-06-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1-%25E7%25AC%25AC80%25E5%258F%25B7-%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
mailto:?subject=%E2%96%B62013.09.01+%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%80%8E%E7%AC%AC80%E5%8F%B7%E3%80%8F%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&body=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F09%2F05%2F2013-09-06-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1-%25E7%25AC%25AC80%25E5%258F%25B7-%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
http://kamesaku-farm.jimdo.com/2013/09/05/2013-09-06-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1-%E7%AC%AC80%E5%8F%B7-%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/


16
9月

▶2013.09.16 ファーム通信『第81号』を配信しました
ファーム通信 · イベント

2013年9月16日『第81号』月曜日 (雨) 
 
本日の作業

・米づくりオーナー制の収穫祭・餅つき

・スイカ、瓜の収穫

 
今日は米づくりオーナー制の「収穫祭･餅つき」が(T)さん自宅の

蔵の軒下で朝から行われました。

 
台風18号が関東地区に上陸の予報が出ていたため大事を取り希望者のみの参加となりました。

今回、亀作ファームメンバ代表で(く)(し)２名が参加しました。

幸いにも台風18号の進路が雨雲と共に茨城県の西寄りルートに逸れたため、「収穫祭･餅つき」には直接影

響なく済みラッキーでした。

 
 今回米づくりオーナー制を７年間主催されて来た(T)さんご夫婦を交えて久し振りにゆっくり懇談できたのは

最後のイベントとして思い出に残る出来事になると思います。

(T)さんご夫婦にこのような米づくりオーナー制の機会を７年間継続していただき感謝に絶えません。(T)さん
７年間ありがとうございました。（し）
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F09%2F16%2F2013-09-16-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1-%25E7%25AC%25AC81%25E5%258F%25B7-%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F&t=%E2%96%B62013.09.16+%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%80%8E%E7%AC%AC81%E5%8F%B7%E3%80%8F%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F
http://twitter.com/share?text=%E2%96%B62013.09.16+%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%80%8E%E7%AC%AC81%E5%8F%B7%E3%80%8F%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F09%2F16%2F2013-09-16-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1-%25E7%25AC%25AC81%25E5%258F%25B7-%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F09%2F16%2F2013-09-16-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1-%25E7%25AC%25AC81%25E5%258F%25B7-%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
mailto:?subject=%E2%96%B62013.09.16+%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%80%8E%E7%AC%AC81%E5%8F%B7%E3%80%8F%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&body=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F09%2F16%2F2013-09-16-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1-%25E7%25AC%25AC81%25E5%258F%25B7-%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F


22
9月

▶2013.09.22 ファーム通信『第82号』を配信しました
ファーム通信 · イベント

2013年9月22日『第82号』月曜日 (晴れ) 
 
本日の作業

・奈良漬の追加仕込み

・ネギ苗の移植

・栗の収穫

 
先週、先々週の日曜日が２週続けて雨天だったため久々の畑作業

になりました。

本日は畑で収穫した白瓜を使って、（く）さんが仕込んでいる奈良漬の追加仕込みをおこなった。常陸太田

産の５Ｋｇの真新しい酒粕に粗目砂糖を混ぜ込んで練り、これに干した白瓜を漬け込むのです。

仕込みの方法は写真の通りです。これで半年？寝かせれば超高級の奈良漬が出来上がる。　・・・（く）さん

の説明です。

 
今年も栗収穫の季節になりました。写真のように亀作ファーム特産の超大粒栗が少しですが収穫できまし

た。来週はたくさん収穫できるでしょう。とても楽しみです。

 
午後はメンバー全員揃って千住真理子バイオリンコンサートに行きました。久々の畑作業も打ち捨てて。こ

れも亀作ファームの摩訶不思議です。　　　（ひ）
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F09%2F22%2F2013-09-22-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1-%25E7%25AC%25AC82%25E5%258F%25B7-%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F&t=%E2%96%B62013.09.22+%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%80%8E%E7%AC%AC82%E5%8F%B7%E3%80%8F%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F
http://twitter.com/share?text=%E2%96%B62013.09.22+%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%80%8E%E7%AC%AC82%E5%8F%B7%E3%80%8F%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F09%2F22%2F2013-09-22-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1-%25E7%25AC%25AC82%25E5%258F%25B7-%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F09%2F22%2F2013-09-22-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1-%25E7%25AC%25AC82%25E5%258F%25B7-%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
mailto:?subject=%E2%96%B62013.09.22+%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%80%8E%E7%AC%AC82%E5%8F%B7%E3%80%8F%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&body=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F09%2F22%2F2013-09-22-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1-%25E7%25AC%25AC82%25E5%258F%25B7-%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F


29
9月

▶2013.09.29 ファーム通信『第83号』を配信しました
ファーム通信 · イベント

2013年9月29日『第83号』日曜日 (晴れ) 

 
本日の作業

・瓜畑の片付け

・白菜畑の耕作、堆肥まき、苗の定植

・ブルーベリーの草取り

・茄子、ミニトマト、ネギ、ピーマン、唐辛子、栗の収穫

 
　白菜定植のため前作物、うりばたけのかたずけをしていたら、（し）さんがNPOの仲間の大学生をつれて

亀作にきました。

亀作はお客さん、大歓迎なので、蚊にくわれないように、蚊取り線香、いす、コーヒーのしたく、とまととり、と

みんなで用意してお迎えしました。若者が農業に希望をもってもらいたいと思っているからです。

　それから、白菜ばたけにするため、耕し、堆肥をまき、苗の定植。

ぶるーべりー畑のくさとり、いろいろ収穫したら、空に夕闇がかかりました。（た）
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06
10月

▶2013.10.06 ファーム通信『第84号』を配信しました
ファーム通信 · イベント

2013年10月6日『第84号』日曜日 (曇り) 
 
本日の作業

  ・除草

　　果物畑

　　燃料用材木置き場

　・定植

　　キャベツ(時なし)

　　白菜(無双・冬峠)

・播種

　　大根

・収穫

　　ナス、ネギ、クリ

　　　　記録写真は・・・・・・・>こちら ( -> #label)

 

「蕎麦」「彼岸花」「コスモス」と季節を代表する花が咲き、作物も、「栗」「サツマイモ」が収穫できるようになって圃

場も秋の気配一色。

ここ一週間ほど「秋の長雨」を想わせるような雨が降る機会が多く、圃場の土が湿って重い。

秋としては、かなり高い気温の中、一日かけて夏野菜畝の片づけと中耕、施肥そして白菜の定植と大根の播種を

終えた。

（た）シェフの「本日の昼食の惣菜メニュー」は「ホタテと里芋」の煮物。ホタテの旨味が沁みていつもながらおいしく

いただいた。デザートには「梨」「リンゴ」、そして初めて今年圃場で収穫した「柿」が彩を添えた。

秋の日はつるべ落とし、暗くなって本日の作業終了。みなさんご苦労様でした。

 
二日後には、秋深まり冷たい露を結ぶという「寒露」、秋も次第に深まっていく　(か)

 

79



( -> )

2いいね！

80



18
11月

▶2013.11.18 ファーム通信『第85号』を配信しました
ファーム通信 · イベント

2013年11月12日『第85号』火曜日 (曇り) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・写真はありません

 
ここ２，３日真冬日が続いていますが、秋らしい余裕も無く一気に冬が来た感じです。如何お過ごしでしょう

か。

昨日、インフルエンザの注射をしました。補助があり、負担金1000円で安かったです。

前日の霜で亀作のサツマイモの葉（上の葉のみ）が枯れていました。

やはり寒さに弱いサツマイモであることが良く分かりました。

11/12(火)亀作作業報告です。

（か）さん、（お）さん、（め）の３人で亀作へ残りのサツマイモ収穫に行ってきました。ＰＭ２時過ぎからの作業

であったので直ぐ日が落ちてしまいましたが全収穫、間に合いました。

収穫した追加10袋を（お）さんのご好意により（お）さん宅へ無事運ぶことが出来ました。

また、保管して頂いた前回収穫したサツマイモ１２袋を（お）さん一人で天日干しして頂きましたので状態は

良いようです。大変な作業で感謝です。

今後は手伝って頂ける方は（お）さん宅へ出向いて下さい。

サツマイ（乾燥芋）保管法の問題点

昨年は（ひ）宅へ保管して頂きましたが、暖房方法に限界があり品質状態が良くありませんでした。今年はど

うしましょう、対策方法がありましたら提案下さい。手遅れにならないためにも。（お）さんも困っています。

サツマイ（紅はるか）の収穫・各自配布の件

・（か）さんが各自配布用に畝に棒を立ててくれました。棒と棒の間を自由に収穫して下さい。間違って他の

方の畝を収穫しないで下さい。（か）さん、（た）さん用、（お）さん、（め）の分は一部収穫しましたので畝の場

所は分かります。これからは霜害でだめになる可能性がありますので、早めの収穫をお願いします。　（め）

0いいね！
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24
11月

▶2013.11.24 ファーム通信『第86号』を配信しました
ファーム通信 · イベント

NEW!
2013年11月24日『第86号』日曜日 (晴れ) 
 
本日の作業

・玉葱畑の耕作、堆肥まき、苗の定植

・長葱の定植

・ブルーベリーの手入れ

・コスモス園の片付け

・サツマイモの収穫･･･(か)(し)割当て箇所

 
 自称「ジャムづくりのプロ」の(お)さん手づくりジャム３種（柚子・キューイ・栗）がお披露目され、早速クラッカ

ーに載せお茶しながらワイワイ品評会が始まった。

柚子とキューイは亀作ファームで収穫されたもので、中でもキューイがメンバには一番人気があり一気に

(お)さんの株が急上昇であった。

 
今日の農作業は、長葱と玉葱の定植、ブルーベリーの手入れがメインで長葱は(ひ)(め)担当、玉葱は(く)
(か)(し)、ブルーベリーは(お)(た)で分担して行った。玉葱畑は耕作から始まり、堆肥まき、マルチ貼り、苗の

定植と大忙しでした。

堆肥置き場に冬眠中の２匹の珍客が現れて騒動になりました。

(く)さんが言うには、この珍客の夢を見たらその後にいい事が起きたらしいから喜ばしい珍客なのかも知れ

ませんね。

 
お昼は恒例の(た)シェフによる「レンコン金平と肉と野菜に和え物」料理が振舞われメンバ全員で和やかな

昼食を楽しみました。

今年の忘年会は豪勢に「すき焼きパーティ」に決定、年末恒例の餅つきは12月29日に米づくりオーナー制主

催の(T)宅で行うことになり今から楽しみである。　(し)
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03
12月

▶2013.12.03 ファーム通信『第87号』を配信しました
ファーム通信 · イベント

2013年12月1日『第87号』日曜日 (晴れ) 
 
本日の作業

・数珠玉の刈り取り

・玉葱のマルチ貼り

・赤たまねぎ、白たまねぎの植え込み

 
亀作ファームも１２月に入った。

太陽がさんさんとふりそそぎ、赤たまねぎ、白たまねぎ植え付け最良の日。

 
(か)(め)(ひ)(し)(た)そろって、朝のティータイムしていたら、長谷町の(Ｔ)さんがこられて、真弓の集会所の近

くにある、(Ａ)さんの家からの眺望が素晴らしく、天気によっては筑波山はもとより、富士山も見えるかも知れ

ないとのこと。

(Ｔ)に誘われて、(た)がお邪魔して、まわりがみかんの木がある切干大根が干してある絶景のポイントで、(Ａ)
とお話しました。

 
　きょうの作業は数珠玉の刈り取りと赤たまねぎ、白たまねぎの植え込み。

（め)（か)（し)（ひ)はマルチはりプロ級の腕前と自画自賛。

 
　１４時すぎ、(く)も来て、今夜の亀作忘年会の打ち合わせ。

夜、（お)宅で亀作すき焼きパーティー、忘年会開会(お)さんの弟さんのご尽力でめったにくちにすることがな

い、柿安の最高級牛肉をいただきました。「こんなにおいしいものがこの世にあった」と感激の言葉

　今年の亀作十大ニュ－スを発表しあい、閉会となりました。

　

　昼食ほたてとえびいりロールキャベツと亀作さんらっきょうずけ。(た)
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09
12月

▶2013.12.09 ファーム通信『第88号』を配信しました
ファーム通信 · イベント

2013年12月8日『第88号』日曜日 (晴れ) 
 
本日の作業

・乾燥芋づくり

 
今日は朝から北風がビュービュー吹いており、絶好の乾燥芋作りの

日だ。

 
２２袋の内、２袋を今日は裁く予定です。  毎年乾燥芋を作っているので手際良く準備。

(か)、(め)が芋干し立て、(し)は薪割り、(ひ)釜戸の準備と火おこし、(お)は先日から腰を痛めて戦力外。

 
蒸し始めて少し経ってから、(た)がうるち米の餅を持参し参加。

丁度良い時間なので、昼食タイムです。

釜戸の炭を利用し七輪で焼餅、シソ味噌を付けて頂く、最高です。 
 
昼食が済んだ頃、芋が蒸し上がったので皮むき、裁断、干しです。  
２袋で、釜４個分、干し板６枚半です。

 
次回は、大きさが均等な芋で作ることで一致。

なお、(お)乾燥芋リサーチ情報で、標準的な乾燥芋１枚で１００円が相場です。  (お)
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23
12月

▶2013.12.15 ファーム通信『第89号』を配信しました
ファーム通信 · イベント

NEW!
2013年12月15日『第89号』日曜日 (晴れ) 
 
本日の作業

・定植

　　玉葱　

・乾燥芋作り

 
今日の(た)シェフの一品

・ジャーマンポテト

・柔らかゴボウの筏煮

                                           記録写真は・・・・・・・>こちら ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/フォトギャラリー/
記録写真-2013-12-15/)
 
「寒気が3波型」の予報そのままに、ここ数日の寒さは、平均気温を下回ってかなり厳しい。

日立でも昨日は早朝に氷点下を記録して今季初めての冬日になった。

今朝も、クッキリとした西高東低の冬型気圧配置で、北からの季節風に沿海州から噴き出す筋状の雲が日

本海を覆っている。

日本海側に雪を降らせ、太平洋側は晴れて、乾いた北寄りの風が吹く。

圃場の土が凍り、ソラマメの葉の端が部分的に黒く枯れて、寒さをものがたり、陽が恋しい。

この寒さを利用して今日も「乾燥芋作り」。大きい芋は予め半分に切って、蒸けあがりの時間を短く、蒸け状

態のバラつきをなくすなど手際もよく午前中に1/3を処理。

昼食は、(く)さん土産の「喜多方ラーメン」といつものように(た)さんの惣菜に舌鼓。

日没までかかつて準備した芋すべてを処理した。

今年も、わずか2週間を残すのみ、巷も圃場も慌ただしくなる。(か)

0いいね！
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http://twitter.com/share?text=%E2%96%B62013.12.15+%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%80%8E%E7%AC%AC89%E5%8F%B7%E3%80%8F%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F12%2F15%2F2013-12-15-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1-%25E7%25AC%25AC89%25E5%258F%25B7-%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2013%2F12%2F15%2F2013-12-15-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1-%25E7%25AC%25AC89%25E5%258F%25B7-%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC/%E8%A8%98%E9%8C%B2%E5%86%99%E7%9C%9F-2013-12-15/


06
1月

▶2014.1.6 ファーム通信『第90号』を配信しました
ファーム通信 · イベント

2014年初日の出（自宅付近にて）

2014年1月5日『第90号』日曜日 (晴れ) 

 
本日の作業

・乾燥芋作り

 
新年の挨拶

メンバーに喪中の方がおりますので新年挨拶は控えさせていただきます。

昨年は10大ニュースにもありますようにいろいろありましたが、これはメンバーと関係者・地元の支援により

一年を過ごすことができました。素晴らしい環境を提供して下さったことに感謝です。

今年も多くの｢ｆいいね！｣を頂くべく亀作ファーム通信をご愛読よろしくお願いします。

 
亀作へ向かう途中（山側道路から6国へ出る石名坂交差点）からみる東海原研の煙突からでる煙はいつも

変化していますが、今日は真直ぐで一安心です。風があると辛いですが、それでも向かうとＷＯＫＷＯＫで

す。なにしろ週一農業ですから。

今年の亀作初作業は昨年残りの乾燥芋作りでスタートです。

皆さんの手馴れた作業で効率よく残り5網分が完了しました。市販の乾燥芋は年々、値段が高くなっていき

ますが、手間隙を考えれば当然かもしれませんが、亀作の乾燥芋は本当に美味しいです。是非亀作へお出

で頂いて一緒に作ってみませんか。（め）

　

2いいね！
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14
1月

▶2014.1.14 ファーム通信『第91号』を配信しました
ファーム通信 · イベント

2014年1月12日『第91号』日曜日 (快晴､暖い) 
 
本日の作業

・キムチ用白菜の下ごしらえ

・白菜漬物仕込み

 
いよいよ冬本番を迎えてキムチを作ります。本日は白菜の下ごしらえです。

同時に白菜漬物を仕込みました。

この日は日中風もなく暖かくて、見てください白菜も輝いています。

 
お茶の時間、（ひ）奥さんが差し入れてくれた、麹から作った甘酒を頂きました。ほどよい甘さに仕上がっていまし

た。

お酒を全く受け付けない甘党の（く）さんが大喜び。

 
昼食は（た）さんが作ったイカと野菜の煮物です。写真を見てください。光っているイカ、オレンジの人参、深緑色の

ホウレンソウと彩りが美しい。美味しそう。

この世に生を受けてからホウレンソウを口に入れたことのない（く）さん、複雑な表情を浮かべながらも、こんなに美

味しいもの食べたことがないと。去年は人参を始めて食べたそうです。

 
次はネギに挑戦するのでしょう。 (ひ)

2014年1月13日　月曜日 (快晴、風強く寒い）

 
本日の作業

・キムチ仕込み

 
１１日に仕事帰りに上野のコリアン街で仕入れたオキアミや唐辛子などの

材料を使ってタレを作りました。昨日下ごしらえした白菜にタレを塗りこみます。

白菜の切れ端に付けて試食してみました。味香りとも濃厚で、去年より美味しいと思う。寒い中、釜で湯を沸かし、

暖をとりながらもこの笑顔です。

作業を終えての反省会も話が弾みました。　　（ひ） 
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19
1月

▶2014.1.19 ファーム通信『第92号』を配信しました
ファーム通信 · イベント

NEW!
2014年1月19日『第92号』日曜日 (快晴､寒い) 
 
本日の作業

・薪運び

・玉葱マルチ剥がれ手直し

　　　　　　　　===> 記録写真はこちら ( -> http://kamesaku-
farm.jimdo.com/2014/01/19/2014-1-19-ファーム通信-第92号-を配信しました/#no92)
 
今日は冷たい強風が吹き凍えるほど寒く亀作ファームも冬本番を迎ました。

中国から帰国した(お)も参加し賑やかな一日になりました。

 
午前中は野外ストーブ用の薪を貰いに朝8:30に亀作ファームに一旦集合し、那珂市額田にある(Y)様所有

の植林フィールドへ出かけ軽トラック２台×２往復して運び、写真にあるように山程の量をいただきました。

(Y)様ありがとうございました。

 
軽トラックは(Y)様所有のものと、(た)所有のアルミホイルを履いた新車と２台大活躍でした。また、チェーン

ソーで倒木を次々と切断してくれた(め)はプロ風でいつもになくカッコ良かった。

これで今年の年末の干し芋づくりは野外ストーブで安心して芋を蒸かすことができそうです。

 
薪運び２往復で丁度お昼になり、(Y)様ご夫妻をお誘いして近くにある「そば処いい友」へ皆でお蕎麦を食べ

に行き、全員「天ぷらそば」をオーダーしました。何と出て来た天ぷらが、板そばや干し芋、リンゴなどを揚げ

たものでビックリでしたが、これが意外と美味しいと話題になりました。

 
やりますね！ここの店主は大工さんが本業とのことで営業日は週末３日間（金･土･日曜日）のみというから

中々他にはないお蕎麦屋さんです。

 
昼食後に(Y)様ご夫妻と別れ亀作ファームへ戻り、風で捲れあがった玉葱のマルチを(か)が見つけみんなで

手直しマルチのめくれを補修しました。

 
帰国のお土産が中国高級茶「峨眉山」「鐵観音」、ドライフルーツ「杏」「ナツメ」「キューイ」などなど盛り沢

山。何やら鐵観音のお茶は何と100グラム3,200円程もするらしい代物とのこと。(お)さんご馳走様でした。　

　　　　（し）

　

( -> )
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04
2月

▶2014.2.4 ファーム通信『第93号』を配信しました
ファーム通信 · イベント

2014年2月2日『第93号』日曜日 (雨後晴れ) 

 
本日の作業

・野いばらの根株起こし

・味噌の蔵出し

 
               記録写真は・・・・・・・>こちら ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/フォト

ギャラリー/記録写真-2014-02-02/)
 
寒々とした圃場も、明後日は寒さがあけて春に入るという「立春」を迎える。

とはいえ、具体的な春の気配はまだまだだが、「寒の内」が明けて、これより

は、「余寒」となり、暦の上では寒さが緩んでなんとなく春を待つ明るい気分になる。

長い間気になっていた、鋭いトゲで作業の邪魔をする薪置き場の「野いばら」の根株を地中から掘りおこし

た。

そのおこした土の中の虫を狙ってか冬の渡り鳥の「ジョウビタキ」が話ができるほどの傍まで寄ってくる。胸

のオレンジと羽のピンポイントの白が愛らしい。

気圧の谷の通過に伴って昼前後から雨が降るという予報通り「味噌の蔵出し」作業の途中から冷たい雨が

降り始める。

早々に片づけ、近くのファミレスに移動して、雑談をしながらランチ&ティータイム。

気圧の谷が通り過ぎた午後には、雲が切れ陽が射し始めた

今週末には、1年ぶりの堆肥4tの受け入れ。

今年度の圃場の作業が始まる。(か)

5いいね！
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https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2014%2F02%2F04%2F2014-2-4-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1-%25E7%25AC%25AC93%25E5%258F%25B7-%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
mailto:?subject=%E2%96%B62014.2.4+%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%80%8E%E7%AC%AC93%E5%8F%B7%E3%80%8F%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&body=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2014%2F02%2F04%2F2014-2-4-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1-%25E7%25AC%25AC93%25E5%258F%25B7-%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC/%E8%A8%98%E9%8C%B2%E5%86%99%E7%9C%9F-2014-02-02/


24
2月

▶2014.2.22 ファーム通信『第94号』を配信しました
ファーム通信 · イベント

2014年2月22日『第94号』土曜日 (晴れ) 

 
本日の作業

・ドラム缶竈の試用と大釜の錆び落し

・堆肥撒き（ブルーベリー、キューイ、栗

　　　　　　柿、あんず、ゆすらうめ）

 
            　　記録写真は・・・>こちら ( -> http://kamesaku-
farm.jimdo.com/フォトギャラリー/記録写真-2014-02-22/)
 
 
味噌作りに使う大釜の購入、ドラム缶を半分にして作ってくださった竈はその焚き口の加工とよく燃えるように周囲に三角

のまどがあいていて、（T)さんが工夫をこらしてつくってくださったことがよくわかります。大釜のふたがまた頑丈で素晴らし

い。

そして、舟をこぐ、櫂のようなしゃもじ、全て（T)さんご夫婦のお世話になりました。 
有難うございました。

　亀作で到着を待っていた、（め）（お）（た）は（T)さん（し）さんのもって来てくれたそれらがみんな大きくてすご

い！これでたっぷりお味噌がつくれると思いました。

早速、大釜洗って、大バケツ、4杯の水がはいるのに、びっくり！ビックな竈に火をつけ、鉄のさびを取り、次週

の味噌作りの準備しながら（T)さんに竈づくりの苦労話を伺いました。 

 
　午後はブルーベリー、あんず、ゆすらうめ、キューイ、柿、栗にたっぷり、堆肥をあげ木の実がおいしくなるよう願いました。

キューイの剪定も必要です。（た）

 

2いいね！
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http://twitter.com/share?text=%E2%96%B62014.2.22+%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%80%8E%E7%AC%AC94%E5%8F%B7%E3%80%8F%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2014%2F02%2F24%2F2014-2-22-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1-%25E7%25AC%25AC94%25E5%258F%25B7-%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2014%2F02%2F24%2F2014-2-22-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1-%25E7%25AC%25AC94%25E5%258F%25B7-%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC/%E8%A8%98%E9%8C%B2%E5%86%99%E7%9C%9F-2014-02-22/


04
3月

▶2014.3.2 ファーム通信『第95号』を配信しました
ファーム通信 · イベント

NEW!
2014年3月2日『第95号』日曜日 (小雨のち曇) 

 
本日の作業

・自家製味噌づくり

 
            　　記録写真は・・・>こちら ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/フォ

トギャラリー/2014年/自家製味噌づくり/)
 
　 (め)さんのお迎えで、味噌仕込の一日が始まりました。しかし、予想はしていたも

のの、雨模様。それにもめげず、まずは、泉が森で湧水汲み(６０ＫＬ)。亀作ファーム

４時１０分着。

 

　前日貼ってくれたブルーシートの屋根のおかげで、雨に打たれることなく、大豆煮だしの準備に取り掛か

り、大釜、中釜の薪が順調燃え始めた頃には午前５時を回っていました。これでしばし休憩かと思いきや、大釜の大豆が

相当過密であることが判り、さらに小釜を追加。大・中・小、３つのお釜で大豆を煮ることとなりました。

 
　そして、ブルーシートの下に煙が充満し、(め)さんの涙が枯れる程に感動？しているなか、焼き芋が焼き上

がったのを見計らったように、(ひ)さんがアンマン、肉まん持参で到着。その後、(た)さんからも、おにぎりと野菜の

お弁当の差し入れ、を頂き。(し)さん、(か)さんも到着し、味噌仕込が本格的に始まり、はじまり、はじまりです。

 
　以下中略

 
　終了は１６時。

　大豆１９Ｋｇ，麹３９Ｋｇ，塩９．５Ｋｇ→味噌９０Ｋｇ

　ちなみに私の体重９６Ｋｇ

　これが、本日の成果です。でも、疲れた～。

 
　今日は食品衛生の講義で参加できなかった（お)さん昨日は屋根貼りご苦労様。

 
　(Ｔ)さん大豆すりつぶしの装置貸していただきありがとうございました。

　(Ｍ)さん等の訪問、楽しかったです。　また来てください。

 
　亀作ファームは多くの皆さんのおかげで、こうやって楽しく運営されているんだなぁ～ということを実感でき

たなが～い一日でした。　　　(く)
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2014%2F03%2F04%2F2014-3-2-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1-%25E7%25AC%25AC95%25E5%258F%25B7-%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F&t=%E2%96%B62014.3.2+%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%80%8E%E7%AC%AC95%E5%8F%B7%E3%80%8F%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F
http://twitter.com/share?text=%E2%96%B62014.3.2+%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%80%8E%E7%AC%AC95%E5%8F%B7%E3%80%8F%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2014%2F03%2F04%2F2014-3-2-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1-%25E7%25AC%25AC95%25E5%258F%25B7-%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2014%2F03%2F04%2F2014-3-2-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1-%25E7%25AC%25AC95%25E5%258F%25B7-%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC/2014%E5%B9%B4/%E8%87%AA%E5%AE%B6%E8%A3%BD%E5%91%B3%E5%99%8C%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A/


04
3月

▶2014.3.3 ファーム通信『第96号』を配信しました
ファーム通信 · イベント

NEW!
2014年3月3日『第96号』月曜日 (晴れ時々曇) 

 
本日の作業

・井戸水の採取

・キウイ選定

 
本日、(た)さんのお誘い(井戸水水質検査に同行)で亀作へ行きました。

(し)さん、(お)さんも一緒です。お疲れ様でした。

 
作業は先ず水質検査で亀作井戸水の採取を行いました。結果は後日分かります。

次にみんなでキウイの剪定を行いました。暫く剪定していないため枯れ枝が多く数は多いが実が小さく、甘く

ないなどの原因になっているかもしれません。

木は立派なのに中身が貧弱ではどうしようもないですね。もったいないです。

 
こんどキウイの剪定方法など勉強してみます。亀作Fには果樹がたくさんありますので大事に育てて行きた

いものです。

剪定を半分残したところで、お昼になりました。残り半分は次回作業とします。

 
お昼は今度、我々の強い見方である武子さんご夫妻を誘って昼食会を行う坂東太郎レストランへ行ってきま

した。

下見も兼ねてのことでしたが、(し)さんの評判どおり武子さんにはぴったりのレストランです。楽しみです。

 
予断ですが、３日間連続（3/1,2,3）で亀作へ行った過去の記録？としては(め)のみではないでしょうか。ギネ

ス？ものですと自画自賛です。　　　　(め)

0いいね！
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2014%2F03%2F04%2F2014-3-3-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1-%25E7%25AC%25AC96%25E5%258F%25B7-%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F&t=%E2%96%B62014.3.3+%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%80%8E%E7%AC%AC96%E5%8F%B7%E3%80%8F%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F
http://twitter.com/share?text=%E2%96%B62014.3.3+%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%80%8E%E7%AC%AC96%E5%8F%B7%E3%80%8F%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2014%2F03%2F04%2F2014-3-3-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1-%25E7%25AC%25AC96%25E5%258F%25B7-%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2014%2F03%2F04%2F2014-3-3-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1-%25E7%25AC%25AC96%25E5%258F%25B7-%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F


11
3月

▶2014.3.11 ファーム通信『第97号』を配信しました
ファーム通信 · イベント

2014年3月9日『第97号』日曜日 (晴れ) 
 
本日の作業

・ジャガイモ畑の土起こし

・キュウイなどの枝剪定

・ニンニク、空豆、サヤエンドウへの追肥

 
            　　記録写真は・・・>こちら ( -> http://kamesaku-
farm.jimdo.com/フォトギャラリー/2014年/味噌煮込おでん/)

まだまだ風は冷たいのですが、日差しは強くなりました。

作物の加工も先週の味噌づくりで一段落し、いよいよ畑の季節到来です。

まもなく始まるジャガイモ作付けについて、皆で話をしていたと思ったら、いつのまにか(く)さん得意の皮算用

となりました。この話になると全員目の輝きが増すのです。

今日のお昼は(お)さんの赤だし味噌煮込みおでんです。

美味しいおいしいの合唱が興りました。

(お)さん、これだけ褒められりゃ次回も何か作るしかないよね！！　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ひ）

0いいね！
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2014%2F03%2F11%2F2014-3-11-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1-%25E7%25AC%25AC97%25E5%258F%25B7-%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F&t=%E2%96%B62014.3.11+%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%80%8E%E7%AC%AC97%E5%8F%B7%E3%80%8F%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F
http://twitter.com/share?text=%E2%96%B62014.3.11+%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%80%8E%E7%AC%AC97%E5%8F%B7%E3%80%8F%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2014%2F03%2F11%2F2014-3-11-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1-%25E7%25AC%25AC97%25E5%258F%25B7-%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2014%2F03%2F11%2F2014-3-11-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1-%25E7%25AC%25AC97%25E5%258F%25B7-%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC/2014%E5%B9%B4/%E5%91%B3%E5%99%8C%E7%85%AE%E8%BE%BC%E3%81%8A%E3%81%A7%E3%82%93/


16
3月

▶2014.3.16 ファーム通信『第98号』を配信しました
ファーム通信 · イベント

2014年3月16日『第98号』日曜日 (晴れ) 

 
本日の作業

・畑地割（B）の土起こし

・(Ｔ)ご夫婦と食事会

・スロータウン鯨ヶ丘ひなまつり散策

 
     食事会の記録写真は　・・・>こちら ( -> http://kamesaku-
farm.jimdo.com/フォトギャラリー/2014年/食事会/)
     ひなまつり散策写真は・・・>こちら ( -> http://kamesaku-farm.jimdo.com/フォトギャラリー/2014年/鯨ヶ丘ひな

まつり/)

今日は早朝からぽかぽか陽気で天気もよく春本番の季節到来。

 
お昼の食事会前に早出した(く)(ひ)が畑地割(B)区画の土起こしを汗だくで一仕事を終え、11:30頃に(め)(た)
(し)がやって来て全員集合。

 
食事会の会場である「家族レストラン坂東太郎 常陸太田総本店」へ、日頃お世話になっている(T)ご夫妻を

お招きし12:00頃に無事合流。写真は合流した際の(T)ご夫妻との記念写真です。

 
食事会では(T)ご夫妻と自家製味噌づくりや米づくりオーナー制などの会話で大笑いし盛り上り、今まで伺う

ことがなかったご夫妻の出会いや都会から田舎にお嫁に来る前などの貴重な昔話を聞くことができました。

 
食事会後に折角の機会だからと、地元の(し)が開催中の『スロータウン鯨ヶ丘ひなまつり』の散策を提案し、

(T)奥さん同行で鯨ヶ丘商店街へ立ち寄って来ました。

 
(し)の街案内で最初は『立川醤油店』へ、ここでご主人と奥様の熱烈歓迎を受け日頃は立ち入ることができ

ない見晴らしのいい由緒のある庭を見学する機会を得ました。何やらお忍びであの水戸黄門様が座られた

場所がこの庭にあるとかいう．．．。

 
その後に筑波大の藤川教授が調査された歴史的な建築物『オープンギャラリー倉』を見学し、『考鯨庵』では

奥に陳列されていた骨董品（カメラ、蓄音機、ラジオ等）や得体の知れない箱型のものに全員が興味深々、

思い出に残る楽しい一日となりました。　　　（し）
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http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC/2014%E5%B9%B4/%E9%A3%9F%E4%BA%8B%E4%BC%9A/
http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC/2014%E5%B9%B4/%E9%AF%A8%E3%83%B6%E4%B8%98%E3%81%B2%E3%81%AA%E3%81%BE%E3%81%A4%E3%82%8A/


▼なかなかのツーショット！　いい記念写真が撮れました。

7いいね！
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2014%2F03%2F16%2F2014-3-16-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1-%25E7%25AC%25AC98%25E5%258F%25B7-%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F&t=%E2%96%B62014.3.16+%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%80%8E%E7%AC%AC98%E5%8F%B7%E3%80%8F%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F
http://twitter.com/share?text=%E2%96%B62014.3.16+%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%80%8E%E7%AC%AC98%E5%8F%B7%E3%80%8F%E3%82%92%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2014%2F03%2F16%2F2014-3-16-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1-%25E7%25AC%25AC98%25E5%258F%25B7-%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
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24
3月

▶2014.3.24 ファーム通信『第99号』を配信しました
ファーム通信 · イベント

NEW!
2014年3月23日『第99号』日曜日

　　　　　　　　　(晴れ時折くもり) 

 本日の作業

・ジャガイモ(北あかり)植え

・ねぎ苗植え

・果樹(みかん 梨その他)植樹

 
     　　　記録写真は　・・・>こちら ( -> http://kamesaku-
farm.jimdo.com/フォトギャラリー/2014年/ジャガイモ植え/)

 亀作ファーム通信、今号で９９号　中高年男女があつまってつくった、亀作ファーム　もうすぐ１００号うれしい限り

です。

　朝、そろって打ち合わせしてたら、東側の畑の持ち主の（M)さんが銀杏のおみやげ持参で来てくれました 。早

速レンジで銀杏乾煎りしていただき、話もはずみました。

　その後、畑を耕して、畝つくり、ジャガイモ切る、灰をつけて３０センチ間隔

に植える、堆肥と肥料あげて土をかける。７人揃い踏みで４箱の北あかり完了　すごい　さすが！　

　西側の畑の持ち主（M)さんが右足２　左足１の土のかけ方を伝授くださいました。

（か）さんが、屋敷（畑）のしいたけ、ふきのとうを採取、食卓には菜の花で春の証拠でした。　　　（た） 

8⼈が「いいね！」と⾔っています。いいね！
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http://kamesaku-farm.jimdo.com/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC/2014%E5%B9%B4/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%A2%E6%A4%8D%E3%81%88/
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04
4月

▶2014.4.4 ファーム通信『第100号』を配信しました
ファーム通信 · イベント

2014年3月30日『第100号』 日曜日(雨)
 
本日の作業

・ネギの播種 
 
 
彼岸を過ぎて、ひと雨ごとの暖かさが実感できる時節になった。時季を同じく

して、それまで毎週のように、会話ができるほど、作業するメンバーの傍に親

しげに寄ってきていた「ジョウビタキ」の姿が見えなくなった。春の兆しに急き

立てられるように仲間とともに北国へ旅立って行ったのだろうか。

圃場の垣根の「アセビ」が咲き、凍っていた土を割って「蕗の薹」も白い花を付けた。

圃場に春の息吹が溢れる。

そう云えば昨春、強風で倒れた圃場の隅の「大山桜」と思われる鮮やかな淡紅色の花をつける桜の復旧作

業をしたが、ちゃんと花をつけてくれるだろうか。

三月最後の作業日の今日は、未明から雨。この雨模様の合間をぬって(ひ)さんが一人で葱の播種。そして

(T)さんが差し入れの「しいたけ」を携えて来園。他のメンバーにとっては、全く予測しえない出来事でした。

(か)
　

7いいね！
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https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fkamesaku-farm.jimdo.com%2F2014%2F04%2F04%2F2014-4-4-%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1-%25E7%25AC%25AC100%25E5%258F%25B7-%25E3%2582%2592%25E9%2585%258D%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%2597%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2597%25E3%2581%259F%2F
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11
12月

▶2012.12.12　亀作ファーム今年の１０大ニュース
ファーム通信 · お知らせ

　　１２月８日（土）

　本日は、亀作ファームでの野良仕事はお休みです。

　年に１度の亀作ファーム’大忘年会’を挙行いたしました。

　会社仲間と違い、亀作ファームの面々はファームの仕事で

　全くストレスがありませんので、愚痴を言う人も居りませんし、

　感情露わにしゃべるような人もおらず、実にのほほ～ん、

　としたのんき集団の忘年会です。　従って、いくら時間があっても

　ノー天気なおしゃべりにとどまることはなく、夜は更けてゆくのです。

　ただ、今年は、いつになく、建設的な話題で盛り上がりました。

　それは、

　　　　　　’亀作ファーム今年の１０大ニュース’
　がセンセーショナルに発表されました。

　次の事柄が１０大ニュースです。

１．　小麦かゆいかゆい事件

　　　　　初夏に収穫した小麦を、サボりにサボって、晩秋に

　　　　　脱穀したのですが、すでに虫に食われており、

　　　　　おまけに皆も、全身虫に食われ、かゆいことかゆいこと。

２．　びっくり白菜の収穫

　　　　　亀作ファームメンバーで一番小柄な（ひ）さんが作った白菜苗。

　　　　　収穫した白菜は５～７Ｋｇのビッグサイズ。…今までで一番。

３．　秋のスイカって超～うまい！！！

　　　　　スイカって８月の食べ物でしょ！　亀作は９月末の秋スイカ。

　　　　　これが、とんでもなく甘～く、超～おいしいスイカでした。

４．　ナスとキュウリ大収穫

　　　　　今年は頑張って、たくさん苗を植えました。　夏に剪定もしたし、

　　　　　追肥も施しました。　野菜さん達は、本当に素直で、正直ですね。

　　　　　１０月まで、ナスやキュウリがおいしくいただけました

５．　トウモコロシ全滅

　　　　　カラスさんや、畑の周りにお住いのハクビシンさん達に、

　　　　　おすそ分け、で済めばよかったのですが・・・。

　　　　　きっと、１本食べたら、あまりにもおいしいので、みんな食べ

　　　　　ちゃったんでしょうね。　　食べ残しを生で（く）がかじった

　　　　　ところ、本当においしかったです。　残念！！！！！

６．　玉ねぎ大成功！　うれし～な！

　　　　　毎年、玉ねぎ苗つくりで失敗を重ね、満足な玉ねぎ収穫が

　　　　　おぼつかなかったのですが、昨年は良い苗が大量にできた

　　　　　おかげで、赤玉ねぎ、普通の玉ねぎ両方が大収穫でした。

７．　消えた栗のミステリィー

　　　　　今年の栗は、とんでもなく大きくて、おいしい栗ができました。

　　　　　初収穫の日、皆で感動し、まだ鈴なりになっている栗の木を

　　　　　見上げて心を躍らしたものでした。　そして、その週はじめ、

　　　　　台風襲来です。　さぞかしたくさん栗が落ちているものと

　　　　　期待し、日曜日来てみると・・・・・アレッ！

８．　亀作ファーム通信が始まったよぅ～

　　　　　（し）さんのご尽力の賜物です。

　　　　　皆さん合掌。
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　亀作ファーム今年の１０大ニュース - 亀作ファーム-茨城県-常陸太田市-亀作町

h

９．　（め）さん（根元）に，（水曜）（水遣り）

　　　　　ちょっと、判りずらいのですが、判る人だけが判る、駄洒落です。

　　　　　１０大ニュースに関係ないかもしれませんが、はっきり言うと

　　　　　ネタ切れです。

１０．今年から忘年会で『亀作ファーム１０大ニュース』を発表しま～す。

　１０大ニュースの後は、カラオケです。

　最初、私は歌わないだの、持ち歌は１曲しか無いなど・・・

　よくも、空々しく言えたものだと人間性を疑ってしまうほど、

　時間いっぱいみんなで楽しく合唱団になっていました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　おわり

0いいね！
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24
12月

▶2013.12.24　平成25年 亀作ファーム 10大ニュース
ファーム通信 · イベント

  
早いもので、今年も、あとわずか、また１歳、年を取って

しまいました。

  
な～んて、感傷にふける間もなく、ひたすら乾燥芋づくりに

追われ、

  
あわただしくも、ひたむきに、そして元気に、この年の瀬を

迎えました。

  
では、亀作ファーム恒例の　今年の１０大ニュース　

いよいよ発表で～す。

   
1 念願のブルーベリー園で初収穫

  構想5年、着工3年、念願のブルーベリー園、初収穫約5粒。

  でも、（く）さんが５粒すべて食べてしまいました。

  
今年は、（た）さん、（お）さんが草ひきと、たっぷりの

施肥をしてくれましたので、

  来年は、きっと皆で食べることができそうです。

   
2 世界に羽ばたく亀作ファーム

  
中国から、イタリア人のA君が大根の種をまきに来園しま

した。

  
亀作ファームは、一時、英語、中国語、イタリア語、

そして日本語が飛び交う異次元の世界になりました。

   
   
3 亀作ファーム、今年一番の進化・・・それはネギ

  
（ひ）さんと言えば、その名の通り、亀作ファームの

『火付け継続あらため役』

  
今年は、「燃やすこと」から「作ること」に目覚め、

『ネギ奉行』に昇格しました。

  
お蔭で、ネギ畑だけは、1年を通して雑草に覆われることも

なく、立派なネギがたくさん収穫できました。

   
   
4 亀作ファーム東京で’全員集合’
  （た）さん、花のお江戸で療養生活。

  お見舞いを口実に、亀作5人男が『おのぼりサン』で東京見学。

  
浅草ぶらり歩き、隅田川の川下り、お台場のイベント館見学

などなど。

  とても楽しい1日を過ごしたのでした。

  （た）さんお見舞いの時間遅れてすみませんでした。

   
5 強力耕うん機、亀作を耕す

  マメトラが不調な折、（し）さんの友人の計らいで、

  念願の強力耕うん機がやって参りました。

  （く）さんが燃料を間違える事件などもありましたが、

  お蔭で、耕耘作業が数倍楽になりました。
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6 すき焼き大忘年会開催

  イイニク（11月29日）の日、（お）さんの弟さんのご協力で

  　柿安の最高級松坂牛を、

  　格安で購入してもらい、牛肉ぶんどりあいの

  　格闘すき焼きパーティ、

  　格別のお味でした。　御馳走様でした！

   
7 （お）さん、風と共に去りぬ

  6月に中国から緊急帰国。　

  しかし、秋に収穫した超おいしいゆずジャムを残し、

  12月の木枯らしと共に中国へ去ってしまいました。

  
Ｓｈａｎｅ　Ｃｏｍｅ　Ｂａｃｋ！　

いや，Ｏ～　Come  Back ！
   
8 今年は巳年、亀作ファームでは・・・

  
（か）さんが堆肥を掘っていたら、

寝ぼけまなこの『おヘビ様』が

  ひょっこりお顔を出しました。

  
どうやら、ご夫妻で、ぐっすりお休み中のところを起こし

ちゃったみたいです。

  巳年の年末に遇えるなんて、僕らには縁起の良い話ですね。

  堆肥を元に戻し、ご夫妻にゆっくりお休みしてもらいました。

  
いつもは、怖いヘビですが、優しく接してあげたので、

来年は、

  ヘビの恩返しがあるかもしれません。

   
9 実り多き1年でした

  昨年は、何者かに食べられたトウモロコシ。

  あらしの後、忽然と消えた栗。

  小麦の身と共に、人の身体まで食われた見えない怪物出現。

  など、数々のミステリーがありましたが、

  今年は何事もなく、ジャガイモ、ニンニク、トウモロコシ、

  そしてスイカ等々、実り多い1年でした。

   
10 みんな元気に1年を過ごしました

  平均年齢が還暦を上回っている亀作メンバー。

  
厳冬の中での味噌の仕込みに始まり、

春のじゃがいも植え付け、

  
真夏の草ひき、実りの秋の収穫、

そして、年末恒例の餅つき大会。

  亀作の四季の移ろいを、皆で楽しむことができました。

   
（め）さん、1年を通して会計ご苦労様でした。　

（し）さん、亀作通信取りまとめ、ありがとうございます。

   
 以上、亀作ファーム今年の10大ニュースでした。　

 この1年、『亀作通信』をご愛読いただき、感謝申し上げます。

 それでは、良いお年をお迎えくださいませ。

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亀作ファーム一同
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あとがき  

自分で野菜や果物を作ってみたいという子供のころからの夢が、会社の退職を機に、
仲間と集える農業コミュニティ作りへの思いとなり、地主さん、友人等のご協力を得て
２００８年６月７日、その第１歩を常陸太田亀作で歩み始めました。 
その当時、ブログ、及びメールで協力を頂いた友人らに宛てた文章が次のものです。 
 
(ブログ掲載文) 
 2反歩くらいの土地を借りたので、農園造りをはじめました。だけど、そこはゴミの
山。そして、雑草が生い茂っていました。友達の手助けを得て、まずはゴミ片付けから
始まりました。 
今日は約 700Ｋｇのゴミを処分しましたが、それでもせいぜい１／３といった所です。 

菜園としての整備には時間と労力が相当必要のようですが、ゆっくり楽しみながら整備
してゆきます。 
 既に、栗、ゆず、梅、キウイの成木がありますが、これから、杏、柿、ブドウ等果樹
も、野菜と共に育てて行くつもりです。 
 
  
   ◆ゴミ捨て場となっていた当時の亀作ファーム

  
(友人へのお礼のメール) 
  本日は早朝から御協力をいただきまして、誠にありがとうございました。 
 片付けは、未だ半ばではありますが、皆で集まれるオープン農園の開園の夢に一歩近
づいた感じがします。 
 開墾した畑には誰でも自由に花や作物を育てたり、色々な果樹を栽培できる環境造り
を行ってゆくつもりです。又、季節に合わせ、バーベキュー、漬物作り、、蕎麦打ち等
のイベントを実施してみたいと思いますので、ぜひ御参加いただきたいと思います。 
  
 それから６年、『亀作ファーム通信』も１００回を数え、仲間も７人となり当時の思
いがゆっくりと進行しています。 
 これからも、素晴らしい仲間と共に、豊かな自然あるれる亀作ファームで、楽しくシ
ニアライフを過ごして行きたいと願っています。 

◆ファーム通信 100号記念樹 

 

（プルーン、びっくりグミ） 
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