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小田原市農政課林業振興担当課長の新倉和宏と申し
ます。昨年の４月に林野庁から小田原市へ出向してまい
りまして、早「年が経とうとしています。おかげさまで、林
野庁からの出向者は私で４代目となり、その間、小田原市
の森林・林業・木材産業の取組は、着実に前進していると
ころです。今回は、この場をお借りして、その取組などに

ついてご紹介しだいと思います。

　

さて、一般的に小田原と言えば、小田原城やかまぼこ
などを思い浮かべる万がほとんどで、小田原で林業？と
思われる向きが多いのではないかと思います。か＜言う
私も小田原と林業について、にわかに結び付きがた＜、
こちらへ赴任してから色々と学ばせていただいておりま
す。そこで、まずは、小田原の森林・林業・木材産業の概要
について触れたいと思います。

　

小田原は、昔から宿場町として発展してきた土地柄上、
寄木細工などの木工業を中心とした木材産業が栄えて
きました。その森林面積は約 ４，２００ｈａ で、森林率は３７％
です。このうち、スギ、ヒノキなどの人工林が ６７％と比較
的高い割合を占めており、花粉症の万には大変だと思い
ます。一方、日本の森林率は ６７％ですので、小田原市の
森林率はこれを大きく下回っており、面積的にも、林業が
盛んな地域と比べて大き＜はありません。ですが、規模
が小さいからこそ、川上（木材生産）から川下（木材消費）
までがコンパクトにまとまり、人と人がつながる、顔の見
える林業を実現してきたことが、小田原ならではの特徴
であり強みとなっています。
次に、小田原市の主な取組についてご紹介します。現

在、特に力を入れて取り組んでいる事業の一つが「学校

木の空間づくりモデル事業」です。本事業は、小田原産の
木材を小学校の内装に使って、木に包まれた暖かい教育
空間を創出するとともに、教師や生徒、父兄、地域の方々
に身近に木を感じてもらうことによる、木材利用への普
及啓発を目的として、今年度からスタートしました。今年
度は東富水小学校の内装木質化を実施し、来年度は酒
匂小学校を予定しています。将来的には、市内全小学校
の内装に木を使うことが最終目標ですので、ご注目くだ
さい。

　

最後に、農業との関わりについてですが、鳥獣被害は
共通する課題の一つです。近年、全国的に鳥獣被害が深
刻な問題となっており、小田原でも農地はもとより林地
においても被害が増加しています。特に、ニホンジカは
年々生息頭数、捕獲頭数ともに増えていて、森林におけ
る被害対策をしっかり講じることが、農地での被害軽減
にもつながるのではないかと感じております。農政課と
しても、農業、林業問わず一致団結して被害対策に取り
組んでいきたいと考えております。
小田原の森林・林業・木材産業については、まだまだ発

展途上ですが、農業とともにさらなる可能性を秘めた産
業であると思し、ます。今後とも、食育と木音を組み合わ
せた農業と林業のコラボなど様々な試みにチャレンジし
ていきたいと個人的には考えておりますので、
お木づかいよろしくお願いいたします！
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あしがら農の会はあしがら地域に様々な循環を作りたい
との思いから、地場、旬、自給を掲げて、１９９３年に設
立されました。（２００３年にＮＰＯ法人化）
地域の中の休耕田を借りて自給のための米作りから始
まった会は、現在以下のような、活動を行っています。

農産物の宅配： 会に誉同する野菜の生産者と、 地域で目
、給の為の野菜の作り手が集まって、 無農薬・無化学肥料栽
培の呼集宅配を行っています。（その他、 米、 お茶、 果実、
卵、 鶏肉、 豚肉などもあります）

田ん１審の会ミ：

　

チ児在的１００か家族メ上が、 あしがら平野の
１３カ所で自給用の稲を育てています。

成茶の△÷：

　

山に戻ってしまうお茶畑を、市氏で手入れでき
なし、かと☆台ま り ま した。 ５月には参カロ者議勺１００名が、 各自
１年分のお茶を摘み取ります。
大遍１・明知嘗の劣ミ： 大豆は７ 月に苗作りから始まり、１１月
にり兎覆します。 その大豆と、 各自 が田んぼの会で作ってい
るお米で、１月には麹づくりからｏ来増作りを行っています。

小麦の△÷：

　

月１キロの小麦の自給を日指します。

その他、 四季折々の行事を行っています。 閲′ｕのある方は
どなたでも参カロできます。

Ｓｒ

川転回厩の機織・瀦磯・本舗庭臓物剛鰹』



大豆の会

　

報告 （米麹作り１月２０日、 味噌仕込み１月２７日）

〔米麹作り］一 平運 泰行

　

自宅で手前味噌を作り始めて５年ほどになるが、米か
ら麹を作るのは初めてということで、 事前の指示通り
作業前日に１升の米を洗い水に浸けて１２時間、 水を切り
さらにタオルで水気を切っておく。
米を持って作業場所へバスに揺られて３０分、 林の中の
作業場所ではすでに複数の釜でガンガンに薪がたかれ
ており寒空に湯気がもうもうと上がっている。蒸し器
の中に持参した米を入れ

　

しばらくして蒸気が出始め
てから約１時間、 蒸し上がった米は炊いた玄米のような
歯ごたえ。いよいよ麹を仕込む段、米を布の上に広げ
冷ます。 温度計を差し込んで鮪度程度になったら麹菌
をまぶした米を全体に振りかけ、米を押しつぶすよう
に均等に丁寧に、 かつ冷めすぎないよう手早く混ぜ込
んでいく。 全体に混ぜ込めたら布ごと一まとめにして
さらに新聞紙にくるんで米袋に入れ 毛布にくるんで
保温しながら自宅まで持ち帰る。自宅に持ち帰った米
麹は毛布にくるまれ、 ほんのり暖かく、 静かに眠って
いる赤ん坊のよう。 温度が上がりすぎたり下がりすぎ
たりしないよう毛布を広げたり、電気毛布を掛けたり、
ホットカーペットの上に置いたり、 夜は布団の中に半

分入れたり、 ほんとに赤ん坊のように気にかけながら
ひたすら見守る。均一に発酵が進むよう「０時間ごとに

米麹をかき混ぜること５回くらいでほんのり甘い匂いが
してきて全体的に白っぽくなってきて米麹の仕込みを
完了。翌週末、 いよいよ米麹を持って味噌づくりへ。

〔味噌作り］－小田原市中町小松かおる

禾雌こち家族‘彰ＰＩ碑…を海毎外で過ごしましたぁ 独身の頃にも
海外で暮らしましたが 弱冠冥・母として糸勘ける海外生
活はネ見点が全く異なりましヵ島 自分たちの健康は「日本人
としての食筆画 で守られていたのだと強く思いましヵｑ
リ認回してどこに住みたいか・・３入力Ｌ一致したの‘潔」旧Ｅ原で

しヵ』′」弔Ｅ源は遊塩びに来たことしかない土地でした力（ 私
たち家族‘力蹄池よい空気を感じていたのだと思います。住ん
でからの毎日は 創ド効｛豊かで そのせい力＼ 人間がおお
らかなこの土地に感謝郵まかりで境 大豆の会の味噌づくりで
は おいしい景色・〆Ｆ｝気・食事、 そして皆さんのあたたか

さをお腹いっ‘乱＼ ごちそうさまでした凸 麹はこの出来で

大丈夫かな、豆のつぶし具合はこれで良いのかな、味噌の
色は黒くなる方が良いのかな・・そんな髪那。ル＼ 先輩たち
からの返答は手大丈夫、どうしたって味噌はできるから」
「お好きな確度にどうぞ」 「そ柵勲究参り

　

四曲はわかん
ないけど、 うまく行く時もある」 ・・。 はあ、 なるほ
ど・・。味噌づくりの男女差瀞樫影酔数の達し＼ 大人と子
１欺か参加０〆土方の違いも、皆さんのお話の中に散りばめら
れていましヵ』 生活って、 コミュニティって、 こういうこと

なんだろうなと思いましヵ島

　

「鋤 を通し、 育てる・試み

る細謝乾すること。 「自分なり」として、環境見や人と交わっ
ていくこと。私も娘も、味噌づくりを心から楽しみましヵ島
ありがとうございまし方島 これからもよろしくお願いします。

［味０曽作りに参加して］－阿久津 ゆり

　

先日、大豆の会でお維束噌を作りましヵ』 何よりも興野めくあり知りた
かったのむお緩劃乍りでし方』 １月２０日、前日から浸水させておいた米
２升を持って 久野乳の会±渇こ卓升番に劉晴。着いてみたら幾つもの大釜
から白い…霧紡ぐ泣ち込却＞ていヵ』 早速重 持参した米を茨睡割こ入れて蒸す
こと１日報鼠 続いて 蒸した米を広げて渦度を確認しなめぐら麹菌をもみ
込む。そして、 出納餅麹を家に持ちリ説 ことになっ方』 次の２７日の

端葛乍りまで 各人が自分で米麹を布都堕するためである３３０Ｇから４０
０αこ保つように教わっヵ』 私は姫鮭の中に入れて試すことにしましヵ』
先ずは１０日廓艶美にｉ罰端＋を見てみたら、なんと５０度まで上がってし
まっていヵ凸 あァ・・どうしよう！菌は赫丈Ｊ夫なのが頃戎こなってき力島
そうこうするうちに２７日の味冨乍りの日がやってきヵ葡 今日‘３３獄湯で
ｄ臨忍を待つことにしようと意を決してｑ蜘璽乍りに臨訴／力も草風 袋湯入
りするやし立ｄ鮒、 笹村さん‘〆ＺＮの米麹を見て頂いヵ島 果たして・・？ 「良

く出来ているよ！」の言葉にホッと胸を撫におろす。それから依れヒがっ
方ぴ豆を踏み潰してから味噌玉にして 塩とふ互にＢ総帥カメに入れ積
み上げてゆくイ働きとなった（２７日はここま司家に持ち帰ったカメの
中の味噌は

　

これから少なくとも１年間はそのままにして置くことにな
る。出来卜がりカｑ寺ち遠しくも楽しみである。尚 会場こ並んだ手前味
噌で￥瀦艮守さんのサンブフレを頂いてき方窃 １年物と２秤額；ある。１年
物は 色が黄牡；色で香りも乏しく大味であっヵ凸 一方、２年物はこげ茶
色になっていて ふくよかな種めがして甘くて美味しかっヵ凸 大豆は
やｔ写削ヒしにくい力｛ 味噌Ｈ増欝由の夷訪こんばくは２～３年寝かせてお
くと、完封こ分解されて陽ー１封ヒでうまみも出て、腸で吸収され易くなる’

そうです。今度‘３１劃束増も作ってみたしも 生きた麹菌のご機嫌を伺いな
がらの口卵冨乍りは本当に面白かっヵ』 ひとりでやる口蜘冨乍り‘赫苛竜大変
と思います力｛ みんなでやるといつの間に力Ｗ刺動く出来卜がってしまう
様で・とても楽しかった命

〔有機味噌作りと持ち寄りランチ］－ｃａ危ｓｙｒｎ申綿横餅山まお

昨年、ようやく念漉頁かなって夫婦で有機の味噌作りに参加し、
秋に出来上がった手前味噌の美味しさに感動！今年は２回目の参加
になります。前回同様自宅で一週間連れ添ったかわいいかわいい
米麹を持参して２週目は大釜でゆでた大豆を足でつぶし、 お味噌
の仕上げをします。今年から作業の場所も変わり道もわかりやす
くとても′ー、発園に作業ができました。それというのも、 農の会メン
バーの方々が場所を提供して下さったり、 準備をして下さったり、
朝５時に起きて大釜の火を入れ、 みんなが集合する時間までずっ
と火をくべて下さるおかげで私などはいいとこどりのなんちゃっ
て参加者なので本当に感謝が尽きません！しかも、 楽しそうに 「こ
れが楽しみでね」 などとにこやかにおっしゃるのですから、 また
また感動してしまいました。そして、 各自味噌を樽に詰めたあと
はお楽しみの持ち寄りランチ会が始まります。お味噌を使ったレ
シピから得意料理など一人一品を持ち寄り、自己紹介しながらお
料理の説明をしていきます。これが床・思議とおかずもかぶること
無く彩りもバランスもバッチリになるのです。 あとは、 みんなが

持参してくる手前味噌の試食も楽しみのひとつです。大根スティッ
クに付けた味噌を食べて、 好みのお味噌を造っている人に直接コ
ツなどを伝授してもらえるっていうのも楽しいのです。 そんな楽
しく笑顔あふれる仲間と詰めたお味噌は絶対美味しくなるコトで
しょう。今年も楽しい味噌作りをありがとうございました！



樋機の米づくりシンポジウムに参加し乏「

　　　　　　　　　

◆

　

月 の田んぼ

　

岩越松男

　

◆

　

民間稲作研究所の稲葉氏の話は大変興味深い話しでし
た。『田植えをした後は田んぼに入らない』自分が目指したこ
とでもあったのでのっけから前のめりで聞き入りました。

“田植

えの１ヶ月前に代掻きをして雑草を発芽させ２回目の代掻き
で練りこんで酪酸醗酵をうながし、３回目の代掻きで乳酸醗
酵に転換。田植え後は入らない” ということですが、それをき
ちんと論理的に説明しているところが凄いと思います。ただ、
技術としてはかなり画期的な雑草防除を確立していますが、
誰でも同じように出来るのかといえばやはり稲葉さんの技能
によるところが多いいだろうと思いました。笹村さんが昨年実
践したところ久野の棚田のように粘土層が薄いところでは雑
草を鋤きこんでも充分酪酸醗酵が進まないとのことでした。私
自身は５畝の小さな田んぼでもあり別の仕事をしながらでも楽
に田んぼができるようにしたいとう思いがあるのでこれは今年
から早速実験してみます。
井上さんは技術と技能について話をされましたがその後

『農業技術は技能に発し、技術は技能によって実を結ぶ』と
いう小論文を私にメールで送っていただきました。いずれご
本人の許可があれば通信に掲載していただきたいところで
す。

　

久保田先生のお話についてはもうここで書くスペースがあ

りません。年内には遺伝子組み換え食品についての表示が
内閣府令でかわり、ノン ＧＭ の表示ができなくなるそうです。
学校給食に地元の有機栽培の食材を使ってもらい ＮＯ！ＧＭ

にしたいものです。そんな訳で２月２４日１７時～

　

おだわら市

民交流センターＵＭＥＣＯ第４会議室でＧＭのことなどのことを

勉強する会を行います。

《 ウスバキ トンボ》

　　

山コヒ田んぼ

　

桑原 俊一

　

初夏の田んぼで，薄し、オレンジ色のトンボが大集団で飛んでいるこ

とがありますもこれはアカトンボに似てし壊すが全く違う種のウスバキトン
ボです。アカトンボより〒回り大きく，腹部は太いが薄っぺらい感じがし

ます。たぶん，風に乗って浮いているのが得意なのでしょう。

　

ウスバキトンポは南方系の昆虫で寒さに弱く，日本で冬を越すこと

ができません。毎年律義に南の国から移動して〈るのです。春先に水

入れ後の田んぼにたどり着いたトンボが卵を産み，６月ごろには成虫に

なります。また，学校のプールの大掃除でウスバキトンボの幼虫が沢山

見つかることがあります。たぶん，水が溜まっていればどんな環境でも卵

を産み，エサが貧弱でも成長する貧欲さを備えてし、るのでしょう。そのた

め無数のウスパキトンボが羽化し，田んぼのみならず，公園，土手，海

岸等 ，々広場があればフワフワ飛んでいます。中には，新天地に向か

って飛び立つ猛者もいることでしょうゴヒ社夫は海上で飛んでＬ、るのを

見たとドクトルマンボウ航海記に書いています。ウスパキトンボはそれほ

ど飛潮力が強く，世代交代を繰り返しながら北へ北へと進出すること

を毎年繰り返しているのです。

　

このように，ウスバキトンポは一見ひ弱に見えますが，生命力が強く

勢力を拡大するしたたかなトンボで．す。寒さに弱いのが玉に暇ですが，
この欠点がなかったら日本中ウスパキトンボだらけになってしまいそうで

す。自然界はうまくバランスが取れていますね。

ドャンマー・食生活の楽しみ ④マンゴー 親子田んぼ 梅崎利通１
人々がそのマンゴーのことを「清太郎（せいたろう）」と呼んで

いるので、何故日本語の名前なのだろうかと不思議に思いまし
た。しかし、よく耳を澄まして聞いてみると、「センタロン」という

のが正しい発音でした。マンゴーの中でも一番美味しい品種
で、ちょうど雨季に入った６月 頃、道端には山吹色の、やや小

粒のこのマンゴーが並びます。気品がある外観と上品な味で、
２つで１０００チャット（１００円）と高めです。しばらく後にはジング

ェとマチスという品種が沢山出回ります。この２品種はやや大

きめで、所々黒く汚れている外観で、まずそうですが、意外に
濃厚で美味です。３つか５つ位で １０００ チャットですからとても

安く腹一杯堪能できます。センタロンは貴公子や高貴な身分
の人のようですが、野性味がないのに対して、マチスやジング
エはいわば野武士の風格があり、かつ庶民的で野趣に富んで
いて、食べ終わると思わず「うまい」と満足と喜悦の声が出てし

◆

　

笹村

　

出

　

◆

　

稲葉先生の確立された有機のコメ作り技術は、実に万全
なものでした。技術が確立されていることが、実感として分
かりました。地域にあるものを循環させてゆくものでなけれ
ば、永続性がない。この言葉は肝に銘じて行こうと思いま
す。

　

多収できる有機コメ作りでは、５．５葉期の分げつが２本あ

る大苗が条件である意味。稲葉方式では７週かかると言わ
れました。農の会方式は５週で達成します。この滞りない生
育こそより良い苗を作り出していると思います。そうでなけ
れば、漉き込んだ緑肥の腐植過程を乗り越えられない。コ
ナギを抑える技術。緑肥の漉き込み方法。など、具体的に
大きなヒントを得ることが出来ました。
農家が取り組む稲葉方式とはちがう、手作業中心で行う

田んぼの優れたところを生かす。小さな自給の田んぼ技術
が、浮かび上がりました。ことし、出来る限り手作業で１００ボ
の田んぼを作るという事を取り組んでみたいと思います。こ
こで １８０ キロのお米を収穫してみたい。興味のある人は一
緒に試みてみませんか。

まいます。日本で作られるマンゴーは高級で高価な果物です
が、正直に言えば「美味しくない」の一語です。本物のおいしさ
を堪能する醍醐味は日本にはありません。ミャンマーでは家に
庭があれば、確実にマンゴーの木を植えています。木も数メー
トルの高さに成長し、地味な花が咲いたあと、枝先にマンゴー

の実が何十と垂れ下がり、その姿は可愛らしさと大自然の豊鏡
さを感じさせてくれます。

●今年は、冬にやることが多い。 （山室光由）

　

去年、軽トラ荷台に苗箱置きを鉄のアングルで作成した
が、いまいちしつくりこなかったので、寸法直しをして組み立

て直した。自分の機械小屋が雨漏りしていたのでそれの修
理、小学校からサッカ←ゴールを貰って来たので、それを屋
根にして藁置き場を作った。農家なのか、土木屋さんなの
か、分からなくなってきている。農家らしいこともした。久野の

田んぼは水持ちが悪く、モグラの穴等で水漏れが酷いので、
畦の幅を広く取った。作付け面積が少し減るが、水管理が少
しでも楽になれば、良しとしよう。でもまだ、半分くらいしか出
来ていない。今月中には完成予定だ。水路も作り直した。ジ
クザクの水路だったが、シンプルに行って、返ってくる、Ｕ 字
型の水路にした。今年の船原の田んぼの収量は、増えるか
な？？？ビニールハウスも、今までは藁等の物置状態だった
ので、サッカ」ゴールで小屋を作ったので、そっちに移動し
て、やっとビニールハウスが、ハウスらしくなった。ハウスの中

で、今まではトマトとスイカぐらいしか作っていなかったが、今

年は、色々植えてみようと思う。米も収量が増えて、畑での収
量も増え、うれしい１年になるかもしれない？？？？
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可笑壬ナキッチンラボ

　

～その１２～

　

２月にしては温かい夕方に、昨日のとは違う春の気配
を外気の匂いに感じました。２月の乾いた寒さが続いた
今だ！と切り干し大根を作りました。皮は剥いて－□大

　　　
ごつ

に、拍子切りは普段よりも太めに、いち
ょう切りは少し厚いかなと思うくらいに
平ザノレに並べ傾斜をつけて外に干して
おき、数日から一週間＜らい様子を見な
がらカラカラになったらとりこんで保存
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うです。 また、 干ばつや降水量の減少が大きな影響を

与えているという指摘もあります。
昆虫の災害は地球の災害になります。 昆虫は食物連鎖

のきわめて重要な構成要素なので、 昆虫の減少は食虫

性の野鳥や唖乳類や腿虫類の減少の大きな原因になっ
ています。 上述のプエルトリコの調査によれば鳥やカ

エルやトカゲも恐ろしく減っています。 そのうえミツ
バチだけではなくハナアブや蛾や蝶や蝿なども植物の
送粉者として重要な役を担っています。 昆虫は健全な
生態系に欠くことのできない生物です。 バグポカリプ

スは自然界の滅亡の前兆です。
ＰａｕＩ Ｃｏｕｒｔｎｅｙ （ポール・ゴー トニー）

◎畑の会

　

・じゃがいも部

　

３／３（日）９：００～

　

種いも植え付け

　　

＠総世寺（ソーセージ）畑（久野諏訪の原） （石井）
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●如月新月３／７・

　　　　　　

０如

［啓塾］３／６ ・〈春彼岸〉３月８～２４

１３月度定例会１ ３月９日（土）

瓶に、エージレスやシリカゲルがあれば一緒に。
食感を楽しむノＷ 臓 燦 切った酢

医さ〉に０未酪と醤油に戻さず一晩漬けておくだ
け。密閉容器に手前０未０胃と切り干し大根入

警護叢滋露呈濯徽獣医‘≦》ませんが、切り干し大根の吸水力を活かし
て、お弁当のお稲荷さんのお揚げとご飯の間に忍ばせれ
ば、ハリハリとした食感がアクセントになりつつ、ツユ漏れ

も防いでくれます。

　

（舟原田んぼ組

　

小泉知奈美）

●「バグポカリプス」

　

地球は史上 ６ 度目の大量絶滅期を迎えています。 原

因は人間です。 地球の生物の数と多種性は生息地の喪
失や環境汚染や地球温暖化などによって急減していま
す。

　

晴乳動物の絶滅についてマスコミがよく騒ぎますが

最近の研究結果によれば昆虫の世界も極めて危ない状
況になっています。 昆虫などの節足動物の減少は唖乳
動物と比べて ８ 倍の速さで進んでいるそうです。 この
ままでは昆虫の四分の－がわずか１０年間で消えてしま

いそうです。 この恐ろしい現象は 「バグポカリプス
（ｂｕｇｐｏｃａｌｙｐｓｅ）」 と呼ばれています。

　

主な原因は農業の拡大と集約化による生息地の喪失

や汚染などと思われています。 世界人ロが急増するな

か、 その食糧を供するため、 森林が伐採されたり、 沼
地が干拓されたりしています。 もう自然林と湿地があ
まり残っていない先進国でも （例えば我が国イギリス）

農業の集約化に伴って畑を拡大するため昆虫の生息地
となる木や生け垣が破壊され、 畑に大量の殺虫剤が散

布されています。 ネオニコチノイ ドやフィプロニルな
どの新しい殺虫剤が特に有害です。 土の中に住んでい

る脊椎動物を皆殺しにします。
地球温暖化も大きな原因となっているようです。 そ

の傾向は特に熱帯地方で顕著です。 プエルトリコの熱

帯雨林の長期調査で、 昆虫が急減していることが明ら

かにされたのです。 雨林の地面に生息する虫は１９７７年
と比べ２０１２ 年にはなんと ６０分の１ にまで減少 してい

たというのだから驚きです。 研究者らは昆虫の減少の

原因について、 温暖化の影響があると推測しています。
プエルトリコの熱帯雨林では、過去４０年間に平均気温
が ２．２ 度上昇しました。 昆虫は温度の変化に対して非

常に敏感です。 熱の影響で産卵を止め、 体内でも化学

変化が起こり、 その数を減らしている可能性があるそ

○如月満月３／２１

　　

１８：３０～

＊担当 親子田んぼ（河合）＠尊徳記念館
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