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（仮）ＭＡＧＯの森３

　

巨樹の代表 「クスノキ」
近藤まごのり

　

「ＭＡＧＯの森」の大きな木には前回のヤマモモ、ホルトノ
キの他にも何種類かありますが、今回登場するのはヤマモ
モの隣で枝葉を茂らす日本の巨樹の代表「クスノキ」で．す。
東西日本の沿岸地域と四国九州全域の照葉樹林帯に
分布するクスノキは成長が早〈大木になる樹木の一種です。
巨樹と言われる中で．一番数多し、のは針葉樹のスギですが、
幹回り太さでは上位９本がクスノキで小田原近在では全
国２位の巨樹と言われている静岡県熱海市にある来宮神
社「来の宮の大楠」が有名です。神奈川県以西、九州ま
で．の神社仏閣には樹齢千年を超える数多くのクスノキが御
神木として護られてし、ます。また静岡県清水市の縄文遺
跡からは丸木舟が出土したり「古事記」「日本書紀」にもク
スノキと思われる巨樹を使って舟を作った説話が残されて
いて、古〈から用材としても利用されてし、たことが想像されま
す。
クスノキの強い芳香成分の効能により、室町時代になる

と南蛮貿易の主要輸出産品として「樟脳」生産が始まり、
幕末から明治維新以降の生産量は世界の８割を占める
までに至りました。しかし戦後合成化学物質「ナフタリン」の
製造が始まることで１「樟脳」の生産は衰退し、漸く大木の
大量伐採が止まり巨樹が生き残ることになりました。凄まじ
い人間の経済活動で‐す。
植木としてのクスノキは８０年代以降公共公園や街路樹、

市街地の高層ピル周囲の緑化に常緑広葉樹として多く利
用されるようになり、わが圃場からも高さｌｏｍのクスノキを
平塚市総合公園完成記念の木としてトレーラーに積み込
み出荷したのを懐かしく思い出します。そのクスノキは３０年
経った今もシンボルツリーとして公園の一角で伸び伸びと元
気に育っています。

膿のデータコラム★５６１先月は食品ゴミを取り上げました
が、今回はゴミ処理問題について。日本のごみ処理の方法
はほぼ「焼却」です。家庭や事業所から出る一般廃棄物は年
間約５，１２０万トン。このうち約８割が全国に１，２４３ある焼却炉
で燃やされている。この焼却炉の数は断トツの世界一で、２
位のアメリカで３５１、３位のフランスで１８８しかありません。（ア

メリカの焼却炉は日本の８倍の処理能力があったり、中国は
焼却せずに埋立て処理が多かったりするので世界 ＮＯ．１ の
焼却場数＝世界ＮＯ．１のゴミ排出国ではなく、日本は一人あ
たりならゴミ排出量世界３３位という結果も！）それだけ多くの
日本中の焼却炉でゴミを燃やすと、２０ 年くらい前まではダイ
オキシンが各地で発生する問題があったのだが、現在は平
成９年に比べて、焼却場が改良されて約９８％削減されてい
て、現在の日本の環境下で、ダイオキシンが原因で発がん
することはほとんどないとされています。しかし、大型のゴミ焼
却炉を建設することを望む所はありません。

　

焼却炉で焼かれたゴミは１／２０の焼却灰となり、最終処分
場（埋め立て場）に運ばれます。この焼却灰は、有害物質を
多く含むため厳重に管理された山奥に埋め立てられていま
す。災害の多い日本では、埋め立て地から焼却灰が流失す
る可能性が高く、周辺の植物や動物、私たちが飲む水にも
悪影響を及ぼしかねないにもかかわらず次から次へ埋立地
が広がっていて、その数全国で ２，０３９ 箇所にもなっていま

す。原発の最終処分場よりももっと身近で危険な問題として
考えなければならない問題ではないでしょうか。とにかく、有
害物質の出るゴミはできるだけ買わない、使わない、リサイク
ルすることしかないのでしょう。

　　　　　　　

（黒揮

　

太）

　

（追記）スウェーデンでは、年間２００万トン以上のゴミが家庭から
排出されていますが、埋め立て処理されるのは、たった１％。残りの
９９％は、半分がリサイクル、半分がゴミ処理場にて焼却され、電力に
転換されているのだそう。現在では、このゴミの循環による発電で
２５ 万世帯もの電力をまかない、国内から出るゴミの量では足りなく
なり、わざわざ海外からゴミを輸入しているとか！
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石井 智子

　

０９０‐３５０２‐１３５３（携帯）
ｂｏｍｂａーｕｒｉｎａ＠ｓａｖａｎｎａ．ｄｔｉ．ｎｅ．ｊｐ （石井）

　　　　　　　　　　
あＬがら農の会はあしがら地城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 おテっています。

農産物の宅配： 会に誉同する野菓の生産者と、 地域で自
給の為の野菜の作り手が集まって、 無農薬・無化学月蝶斗栽
培の野菜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）

田んぼの会： 現在的１００家族以上が、 あしがら平野の
１３ヵ所で自給用の稲を育てています。

赤茶の会： 山に戻ってしまうお茶〆田を、市氏で手入れでき
ないかと始まりました。５月には参加者的１００名が、 各自
１年分のお茶を摘み取ります。

大豆・味噌の会： 大豆は７月に治作りから始まり、１１月
に収穫します。 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味噌作りを行っています。

小麦の会： 月１キロの′Ｊ・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。 閣′Ｇのある方は
どなたでも参加できます。



．●●・● 田ん ぼの会・●●●●●
「あじさい田んぼ２０１９」

　　

藤崎 智子

　

あじさい田んぼは、１０月２２日にようやく籾摺りを

終えて新米を手に入れる事ができました。今年も田植え
や稲刈りを助けて下さった強力な助っ人さん達に心の、

ら感謝です。土が緩くて例年苦戦が続いた三畝では、今
年不耕起に挑戦しました。話には闇し、ていましたが、実
際に１ つずつ穴を開けて苗を植えたのは初めての経験
でした。雨続きでも稲が倒伏しなかったのは、不耕起の
おかげも大きかったかも知れません。しかし稲刈りから
は長雨と強烈台風に泣かされました。稲刈りは何とか田
んぼにバインダーが入り、１日でハザ掛けまで完了しま
したが、直後に台風「９号が上陸。－旦稲を退避させて
難を逃れましたが、その後雨が止まず、天日干しならぬ
雨ざらしに。 奇跡的に１ 日半晴れたタイミングでの脱
穀、翌日の籾摺りとなりました。気候変動の影響が拡大
する昨今、来年のあじさい田んぼの米作りも試行錯誤が
続く予感。さらに新しい挑戦の「年からも知れません。

－微生物ネットワーク農法、 始めました。

　

畑を始めて、あっという間に２１年です。取り組んで
いるテーマは、人が食べて、美味しく健康になれる野菜
を提供する事と、少しでも楽に簡単に、高品質な野菜を
育てる方法を模索する事です。色々な農法を経験しなが
ら、 自分なりに効率の良いやり方を模索してきました。
実際には既存の農法は既にやりつくされ、これ以上楽に
効率よく進める余地は少ないという事が見えています。

　

これから人間は、創造性を発揮して生きる時代に変わ
って行くのだと、私は感じます。現在の様に色々な意味
で縛り付けられている労働から、全て解放される必要が
有ります。そこに向かって、既に扉は開きつつある様に、
感じます。畑も、より楽に楽しく良い野菜を育てるには、
現状の考え方から離れ、新たな考え方を見つける必要が
有ります。そのための一つの礎になりたいと、微生物ネ

ットワーク農法を提案し始めました。

　

既存のほぼ全ての畑では、農法を問わず、窒素やリン
やカリウム等の肥料分をどうやって植物に吸収させる
かを考えます。微生物ネットワーク農法においては、そ
こは全て自動化して行きます。健全な微生物ネットワー
クが存在すれば、その中で必要な時に必要な量を全てや
り取りして行けるからです。私たちがやらなくてはなら
ない事は、健全な微生物ネットワークを構築して、維持
していく事に集中する事です。それは、森林における本
来的な植物の有り方です。

　

かなりの確率で、高品質な野菜を現状の方法よりも効
率的に育てる事は、技術的に可能なレベルになってきま
した。 ここから更に伸びて行く余地は多いに有ります。
これが全てとは言いませんが、畑で無理なく、楽に簡単
に、楽しく充実した野菜が育てられる、そのためのブレ
ークスルーの可能性が見えて来たと、私は考えています。

ぽんぽこファーム

　

中村 隆一

◆有機農業塾 第７回目

　

石綿薫氏講演レポート

ＳＯＭＡＦＡＲＭ 相馬宏充

　

１０月 １６日、ノＪ・田原有機の里づくり協議会の主催で、
長野県で Ｈａｐｐｙ ＶｉｌｌａｇｅＦａｒｍを経営している石綿薫氏
（なんくる農園の松本さんの師匠）の講演会と実地指導
が行われました。午前中の講演会では、苗作りの話を中
心に、植え付け前の畑の準備作業（土づくり）の工夫に
ついてお話しいただきました。非常に盛りだくさんな内容
で、とても書ききれませんが、ポイントを少し：

　

・「変えられないもの」から「変えられるもの」の順に考
える。（土壌型＞立地＞基本的な理化学性＞耕作履歴
＞当年の管理・状況）

　

・吸引度（ＰＦ）が １．５～２．５ の時、植物は水分を吸いや
すい。火山灰土はその時の体積水分率の範囲が広く、
使いやすいが、－旦乾くと湿らすのが大変。

　

・土壌のｐＨはカルシウムとマグネシウムの存在量によ

って決まる。ｐＨが適切だと、細菌や放線菌は増え、病原
菌となる糸状菌は少なくなる。

　

・人為的に制御できない環境要因から優先して考え
る。優先条件：光＞温度＞水＞風＞作物生理＞管理履
歴＞土壌環境・肥料分

　

・光飽和点と光補償点。植物は青い光と赤い光を求め
るが、その光は人間には見えにくい。

　

・温度管理は光条件に合わせることが基本。光が豊富
な時は暖かく管理し、少ない時は寒く管理した方が良
し、

。

　

・水管理は、光条件と温度管理に合わせるのが基本。

　

・ウリ科は浅い育苗箱で育苗し、直根を止めた方が、
分岐した根が強くなる。 ｅｔｃ．

　

午後には私の圃場も見ていただき、具体的で有益な
アドバイスをたくさんいただきました。台風１９号の直後で
交通も大変な中、長時間、熱心にご指導いただき、石綿
さんに感謝申し上げます。

★勉強会のレジュメと記録から
Ｊｕｎｋａｎ 農園

　

田中早保

　

圃場のある土の土壌型（ｅ土壌ローダウン□－ド推
奨）、 立地、 基本的な化学性を知った上で、 耕作履歴
などを考慮して、 今年どうするかと考えていく。 変
えられない部分に合わせていく。

　

土壌化学性と微生物の関係。 酸性化すると糸状菌
＝かびが増える（病気になりやす＜なる）。微生物が
多様で元気になるためには、ＰＨの安定と化学性を調
えることが不可欠。 化学性を調える為の石灰や苦土
は毎作ではなくガっと整えたらいじる必要性はあま
りなくなる。
ということで、 さっそく土壌型を調べてみると

Ｊｕｎｋａｎ 農園の開成町の畑は、 粗粒質普通低地水田
土・礎質普通灰色低地土が混ざった場所だとわかり
ました！なんて画期的な土壌型検索システム！次は
畑に穴を掘ってみて、 土の検査をしてみようと思い
ます。

　

それぞれの圃場のこだわりを否定せず対応方法を
探す姿には毎度感銘を受けます。 ありがとうござい
ました。



「初稲穂と空」

　　　　　　

●●●●●●●
待望の初稲刈りの日、電車とノミスを乗り継ぎ２時間半かけ

て一面垂れ下がった稲穂でいっぱいの田んぼに到着しまし
た。初めての農作業の開始です！初作業は、稲を一輪車
に載せて稲架に干す作業から。単純な作業と思いきや、両
手いっぱいに抱える量を３つ分乗せた一輪車は、とても重く、
足跡でデコボコになった粘土質の田んぼでは思うように進

むことができませんでした。おそるべし農作業！そんな田ん
ぼをのそのそと進む一輪車の前を艶のあるトンボたちがふう
～と横切り、追いかけるように風が横切っていきます。とても
気持ちがいい。運搬にめどをつけ、まだまだ残っている稲を
刈るお手伝いを始めます。
鎌での稲刈りは、軽い力でザクザクっと軽快に気持ちよく

刈れます。稲刈りの感触が楽しいです！でも、田んぼ一面
を人手で刈るのは大変ですので、稲刈りの超強力助っ人
「バインダ」の登場です。バインダは、稲を吸い込み、稲束を

人力の１０倍のスピ」ドで作ります。人類が発明した最高の

工具発見！その軽快さに久しぶりに心から感動しました！

さらに、刈られる稲の根元では、多彩な色の蜘妹、緑が鮮
やかな蛙や艶々した虫たちが、新たな住処を探して田んぼ

中を駆けずり回っています。その虫の多さにも感動です。
日も傾き始めたころ、曲げた腰を伸ばしながら、ふと見上

げると、さえぎる高いビルは１つもなく、どこまでも広がってい

る空があり、色々な発見があった初稲刈りは楽しく終えること
ができました。

　

福島

　

浩（舟原田んぼ 稲刈り助っ人）

　　　

－

　　　

－＼＼＼

　　

初めまして。伊勢原 市在住／

　

大 豆 の 会

　

ノ の田辺と申はす。昨年初めて大

　

Ｌ

　　　　　　　　

ー

　　

豆の会に参加し、今年初めて味

噌作りに参加させてもらいました。簡単な自己紹介をさせてし、た

だきますと、以前から漠然と食の安全に不安を感じ、自分の体
質改善も目的として、田舎暮らしや自給自足に憧れていました
しかし実家は神奈川県で畑とは無縁の環境で－育ち、親戚も都
会ばかりで田舎にってもなく何をどこから始めてし、いのかわからな

く日々を過ごしていましたが、５年ほど前に雑誌で－自然農を知り

一念発起して？自然菜園家の竹内孝功さんの自然菜園スク
ールを学びに一年ほど安曇野まで通いました（月１～２回ほどで
すが）。伊勢原にも畑はあるのになんでわざわざ安曇野まで？と
も思いましたが、そこで初めて畑を貸りて自分の野菜を通年育
て、野菜の個々の性質の奥深さ、自然な野菜本来の美味しさ

を知り、大変ではありましたが充実した一年を過ごしました。

　

その後、学びを実践すべく近所で畑を貸りれないか色々探し
ましたが、なかなかご縁がなく、諦めかけていましたが願いは通じ

るもので、三年ほど前にやっと地元の職場で小さな畑を貸りるこ
とができました。しかし、安曇野でのすべてお膳立てされた畑とは

違い、自分でゼロから土づくりし、種から育てる自然農はまったく

思うようにいかず、今も自給自足とはほど遠い毎日です（笑）。
しかし、自分でマンションのベランダでぼかし肥料を作ったり、野
菜の切れ端をちょくちょく畑に持って行ったりして、収穫は少なくと

も、毎年ほんの少しづつ土に生える草が良くなってるなと思うよう

にしております。こちらの会でー大豆の自給が学べたら嬉しいで．す。
どうぞよろしくお願い致します。

　　　　　

（田辺博子）

．・●●●了 Ａ Ｍ Ｂ Ｏ●●・●●●

〔山北田んぼの稲刈り」

　　　　

山下良子

　

今年もこのお天気には泣かされました。稲刈り時期に
は雨が降り続き一週間も遅れてしまい、刈り取りの時は
バラバラとモミがこぼれ落ち、無念！うるち米が終わり
次はもち米、黒米の稲刈り。 今度は台風が来るという、
なんてことだ！随分昔、台風が過ぎた後に稲刈りをした
時、稲はベッタリと地面に張り付いて、稲を起こしなが

ら刈り取った事を思い出し、それじゃあその前に刈ろう

と台風が来るのを知りながら刈り取りハザカケしまし
た。夕方になり一人の老人がやって来て、私達が麻ひも
で束ねているのを見て、稲藁で束ねる仕方を教えて＜れ
たり、 バインダーの使い万をアドバイスして＜れたり、
親切にお手伝いして＜れました。延沢に住んでいるとの
事、 有難うございました。

　

「雨にも風にも負けないで」と祈るような気持ちで帰
りました。次の日、田んぼには見事に倒れたハザの姿が
ありました。直ぐ▼こ連絡を取り合い修復作業です。田ん
ぼはぬかるみ、足を取られて難事業でした。仲間の一人
が、

“皆さんにお土産のつもりで持ってきた中華おこわ“

を食べての一日作業になったのでした。その後も雨は降
り続き

　

”稲は乾かないよ～“。 またまた脱穀の日程はず

れ込むばかり。
一人が「カケ干しを考え直す時かしら？」と言ってま

したが、山北田んぼも乾燥機を使うことを考える時かし
ら。 もち米、 黒米の脱穀は「０月の最終週になる予定。
それにしても今年のうるち米の収量は少なかった。でも

収穫は嬉しい！今からもち米、 黒米の収穫も楽しみだ。

「欠ノ上田んぼの稲刈り」

　　　　

根守良一

　

今年は田植えを例年より１週間早めたので、稲刈りも１週
間早く１０月 ５日と６日で行った。去年より面積が増えて全
部で３．６反を、延べ４５人工十子供達多数で刈り取ってはざ
掛け。ここまではいつも通りで順調。１週間後の１２日から脱
穀をしようと計画していたところ、台風１９号が１２日に小田
原を直撃しそう。１１日も雨の予報なので、急速１０日（木）に
脱穀するという指令が飛んだ。中３日しか干していないので
まだ乾燥は不十分。いつもは２

　

日間掛けてやる脱穀を、人
数が集まりにくい平日１日でどこまでやれるんだろうか。。と
不安９９．９％で田んぼに行ったところ、何とほとんどの人来て
いる！

　

自分は野菜の配達の日で、早朝に収穫を済ませた
が午前しか出られない。ギリギリの状況の中、頼みのハーベ

スタ」２台が時々詰まりながらも動き続けてくれて、昼には
約半分が終了。他の人にはえ～～と言われながらも私は昼
に退散したが、みんなは夕方暗くなるまで頑張って、ほぼ全
部脱穀し切ってしまった。かくして台風一過の１３日には朝８
時から夜８時までかかって、籾摺りと玄米の配分が無事に終
わった。

　

毎年欠ノ上ブラック田んぼと言われるが、今年も働き方改
革はなされなかった。しかし、すべてあのタイミングでやれな
かったら、はざ掛けが倒されたりしてとんでもないことになっ
ていた。スクラムを組んで頑張る欠ノ上ブラックスの力には、
いつもながら感動した１週間だった。



　　　

司笑壬ナキッチンラボ

　

～その２０～

　

ハヤトウリを頂きました。「お尻にトゲが有るから気をつけて。
冬瓜のように調理して食べられますよ」黄緑色のハヤトウリの別
名はセンナリウリ（千成瓜）。旺盛な葉の茂り方から実も沢山成

ハ働

き

るのだろうと想像出来ます。

　

皮は剥かなくても食べられますが、万が一幾
つも皮を剥くなら、ウリを持つ手には手袋が必
要です。アクが取れるのに２日要しました。

　

その①状態の安定してし、る糠床なら、半分
に割って夜仕込めば、朝には美味しい糠漬け
が。その②食べ易くスライスし、手短に水を何度
か取り替えながらアク抜きし、塩操み。流水で
塩を洗い、水切り。ボウルにハヤトウリ、スライス
した堅めの柿、塩昆布、梅酢でラ責けた生麦を

千切りしたもの、ナンプラー、好みで・黒胡淑、オリーブオイルを入
れ混ぜ合わせ、味をなじませる。そのまま食べてもＬ、いし、その
③蒸し鶏とパンがあればサンドイッチにしても。パンに好みでマヨ
ネーズやバター若しくはオリーブオイルを塗り、食べ易く割くか、ス
ライスした蒸し鶏と①の糠漬け若しくは②のマリネを挟んで。粒
マスタードも合いそうです。その④味噌漬けにし

ても特有のコリコリとした食感が楽しめます。

　　　　　　

遠

　　　　　　　　　　　

　
その⑤「豚挽肉と甘辛く妙めて美味しＬ、」との
こと。ご飯が進むのは間違いなし！妙めたり
煮たりする場合は、カリッとした食感が残る様
に手早く、調味は水っ｛まくならなし、ように。火
が通るのがユウガオよりも早く感じました。

（舟原田んぼ組

　

小泉知奈美）

★ミャンマー・食生活の楽しみ

　

⑫ 「キュウリ」

　　　　　　　　　　　　　　

親子田んぼ 梅崎利通

夏野菜の代表とも言えるキュウリ。私が子どもの頃は夏し
か出回らなかったものですが、今は一年中、冬でもス←パ
ーで見かけます。その分、野菜特有の香りと味がしなくなり、
カリカリとした食感を楽しむものの、キュウリ本来のうまさが
全く喪失されてしまいました。一方、ミャンマーのキュウリは

キュウリ本来の味がしていて、美味しいです。殆どは道端で
売られており、大きさと値段は様々ですが、私には１５ｃｍほ
どの小粒のキュウリが５０チャット（５円）で手頃でした。日本
との大きな違いはトゲトゲがなく、つるりとしていて、真っ直
ぐで細長く、太ったソ」セージ状です。色も薄黄緑色でした。
時々でかく成長したキュウリも売っていて、これは本当に瓜
そのものでした。どのキュウリも中にしっかりとした種が入っ
ていることが多いです。その皮をむき、厚く長く縦に切って
カレーの付け合わせの野菜として出されます。私は日本流
に薄く切ってサラダとして食べていました。尾龍な話しです
が、食べた翌朝トイレで用を足すと、便器にはその白い種
がそのまま浮かんでいました。キュウリの種は食べても消化
されないで排池されるようです。一年中出回りますが、やは
り雨季が中心で、乾季になると小振りで、且つやや値上がり
し、一本７０～１００チャットになります。でも食卓にはなくては

ならない緑色生野菜です。

◆ 役に立つヒル

にっいての記事に大変興味を覚ぇました。 鱗 軽
先月掲載されたノ」、泉千奈美さんのイナゴ

偶 扇ぬー■
田んぼで集めたイナゴを佃煮にすると便利

　　　　　　
鍋などにして食していました。

　

山形生まれの友人の故郷では田圃で収穫するもののひ
とつにヒルもあったそうです。ヒルですか？ ヒル汁？

　

ヒル

のかば焼き？

　

ヒル鍋？

　

いいえ、食するためでなくヒルは

医学的目的で活用されたそうです。彼の祖母は水が入った
桶にヒルを入れしもやけのできた足を桶に浸ししもやけ治
療をするという習慣があったそうです。しもやけの出来た足
にヒルが食いつき余分な血を吸うことでかゆみが静まり膨ら
んだ指が治るそうです。その後血をたっぷり吸ってまるまる
と肥えたヒルを子供たちは釣り針につけナマズ釣りをしたそ
うです。

ヒルが医学で使用されてきたという長い歴史があることは
否めません。２５００ 年前にインドで書かれたものがその最古
の記録です。そして １９ 世紀までヒルたちはヨーロッパでも
広く医学で利用されました。イギリスのひとつの病院で一年
間に５００００ 匹のヒルが使われたという記録もあります。ヒル
治療はその後衰退しましたが１９７０年代に復活しました。ア
メリカ及びヨーロッパの病院でヒルたちは血流を刺激するた
めの術後の治療として現在も良く利用されます。
さて、ヒルは人間の敵じゃなく味方です。今週秦野付近

の丘陵地でヒルが私の手首に吸い付いてきた時、ありがとう
と言うべきでした。 Ｐａｕ１Ｃｏｕｒｔｎｅｙ （ポール・ゴートニー）

ｌｖｙソ－－
石垣島便り ⑦

　

Ｗ ．・

　　

笹村 出

　

小田原の稲刈りが無事終わり、 石垣島に戻った。 石
垣の田んぼはまだ青々している。 穂は出そろったよう
だが、 まだ浅い緑である。「「月後半ぐらいが二期作
目の稲刈りになるのだろう。二期作目のイネはかなり
弱々しいものだ。収量が少ないということは数字的に
は知っていたが、 イネの生理に外れているように見え
る。 暑い盛りに苗を育てると言うことは違っているよ
うに見える。苗作りには寒さも必要なようだ。夜２８

度以上ある８月の苗作りでは良い苗ができない。

　

野生のイネは長江の河畔の植物というから、 寒さが
必要な植物のようだ。小田原も気候が極端化している。
７月の日照不足は今年の収量に影響したと思う。イネ
作りに困難が伴うようになってきたが、 それでも石垣
島よりは大分恵まれている。

　

【逼他が量いてあるお店１′＼タジエララ／カフェフラッサム／バックシュトウーベ
ＩＭＡＹＡ／えれんなごうそ／がらんどう／かぶ・ええりむ／和カフェＣｈａＣｈａ／井上種苗／
ハルノキ／ビーンズビレッジ／ＮＯＮＣＡＦＥ／フ□マージユ／ベーか」－アスランパｕｍｏｔｏ／
Ｒｙｔｈｍｅｈａｉｒｄｒｅｓｓｉｎ９／悠久庵／緑‐えにし－／ナラヤカフエ／□コモケア／いわしや／
しずく会 ルネスあおいそらみどりのき

　　　

・…．「 お 知

　

ら せ １．…．…

　

○神無月満月１１／］２

　　　　

●霜月新月１１／２７
・秋土用１０／２１～１１／７

　　

１１／８［立冬］

　

１１／２２［小雪］

１１１月度定例会１１１月１６日（土）１８：３０～

＠生涯学習センターけやき 第１会議室

　

◆子ノ神田んぼ（井関）

◆農業まつり １１月１６日（土）、１７日（日）

　　

１０：００～１５＝００

　

小田原城祉公園内

　

二の丸広場

－序観◎農業塾 １２／８９時～

　

フラワーガーデン研修室にて、
佐倉朗夫先生の講義

　

参加無料


