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畑の学校は今年で 7年目になりました。 

今期は 20組の受講生とともに、農薬や化学肥料を使わない野菜作りを、 

ちょっとした勉強と実践を踏まえて一緒に学んでいきます。 

3月～11月まで約 40種類程度の野菜を育てる、全 20回の講座です。 

今年も幅広い世代の老若男女が集まり、楽しい畑の学校になりそうです。 

すでに、ジャガイモやネギ・葉物野菜の作付けは終了し、 

これから夏野菜の苗などを植え付けていきます。 

春から雨が少ない天気が続いていますが、沢山野菜が収穫できるように 

みんなで頑張っていこうと思います。  （NM）

 

 

 

3月 18日に栗坪の果樹園でひっそりと数人で行った挿し木の作業。 

育ったイチジクの枝を切り、畑の土をプランターに入れ、挿しています。 

もうすぐひと月になろうかという時に、小さい緑がのびてきました。心が踊ります。（N） 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ピッカピカな芽をズ～ム UP。 
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『まいう～～～・･・かも』 
 

今年から、くるくる田んぼで育てるお米の

品種が変わります。 

もともとのもち米が陸稲種だったり、種籾

の混雑があったりして。 

その選考をまかされたので、選考過程と結

果を報告せねばならじと筆を取りました。 

 

選考は紙さんに教えてもらった種籾屋さん

の HPの商品一覧をもとに、 

①収穫期がくるくるのスケジュールと合致

しているか 

②単位収穫量 

③耐病性・耐倒伏性 

④ネーミングのキラキラ度 

の順に検討しました。 

 

①でほぼビッグネームの品種は消え、②③

の過程でかなりしぼりこまれた為、④は検討

の中には入りませんでした。ちなみに、個人

的にグッときたネーミングは『どんとこい』

と『祭晴れ』です。 

 

ところで、その HPの一覧には「食味」と云

う項目があり、要はどんだけウマいかが上中

下でランク付けされています。当然といえば

当然のように、どの品種も『上上』か『上

中』でした。そりゃ商売ですから、マズいも

のは売りゃしません。 

でも、もし、『中下』くらいの米があったら

それを食べてみたいと思いませんか？ 

 

私は石ちゃん（石塚英彦）の食レポ番組が

好きです。わざわざは見ませんが、見ちゃう

んですね。でも、石ちゃんが「まいう～」と

言ったものを食べてみたいか言うと、別にそ

んな気はしません。私は石ちゃんの食レポ芸

が好きなのであって、何を食べているかはど

うでもよろしいのです。 

では、どんな食レポだったら『喰いて～』

と思うか。 

 

 

 

例えば、俗に云うおバカ系タレントが、品

も素っ気も無くパクッと口に放り込んで、口

の端から揚げ物のシッポがチョビ出ているの

に目を丸くして「何これチョット！ 意外に

美味しいかも」などと言う。「何これチョッ

ト！」とは何とも大仰な言い方。「何これ」

と云われても、それはアナタの目の前のそれ

であってコチラはさっきから画面にさんざん

大写しにされて、先刻承知している。 

更に、「美味しいかも」と云う。手前で喰っ

ておきながら、『美味しい』とは断ぜずに

『かも』と言いながして判断をすりガラスの

彼方へ持って行ってしまう。「何これチョッ

ト」と感嘆しておいて「かも」とオブラート

で包み込む。アナタはおバカタレントだから

それでいいかもしれないが、霧が晴れないモ

ヤモヤのコチラはねぇ・・・チョット。喰っ

てみなけりゃいけないではないか！（あぁ、

おバカなのは俺の方か） 

 

石ちゃんの「まいう～」が『上上』ランク

なのは分かっています。対して、あのおバカ

『かも』は中ランクかもしれない。だけれど

も『中上』か『中下』かは分からないし、も

しアナタにとってその味が『上下』だった

ら、まさに「何これチョット！」ではないだ

ろうか。 

 

さて、私が選んだ今年のくるくる田んぼの

お米の品種はというと・・・！ 

うるち米が、「みずほの輝き」。 

もち米が、「若草もち」。 

どんだけ収穫できるか、いかほどの食味

か、皆さんとの共同作業次第かも。 

乞う、ご期待！！ （T） 

 

 

 

 

 

  



    

 

 

 

 

 

 

  

前回は「大したこともせずに」という文章で終わりましたが、その文章を書いた 

10 日後に自宅に電話があり、仕事をやめてから７年経った自分に仕事の依頼が

入りました。 

  期間は二ヵ月。昨年突然歩けなくなってから、何とか元に戻ってきたかなとい

う状態なのに出来るのか？と悩みつつも、先方が大変な様子なので承諾。 

結果は？ 

  相手の方々に喜ばれ、最終日には感謝の言葉やステキなプレゼントまで頂きま

した。そして、それ以上にこの仕事を通して、沢山の新しい仕事仲間が増えた事。

自分の知識や経験がみんなの役に立てた事。自分の体力が回復してきた事等、感

謝×2の二ヵ月でした。 

 春に入り、急な暖かさで畑や果樹園の草も急成長。花粉の影響で咳、涙目の毎

日ですが、安心、安全な食べ物を手にする為にも一日いちにち感謝しながら、無

理のない範囲で楽しみながらこの活動をやっていけたらと思います。（M） 

雑 感 
 

我が家の末っ子は日高市のかわせみ作業所

に通っている知的障がい者で、ハンサムな 31

才の男子です。作業所のクッキー班で作業を

していますが、クッキー班では作業を細かく

分け、息子は粉ふるいやラベル貼り等をして

いる様です。 

  ５年以上前でしょうか、たねの森の紙さん

から、たねを入れる封筒のちょっとした作業

の依頼を頂いたのです。封をする三角の部分

を切れ込みに差し込む仕事です。 

  始めた頃は親が付きっきりで休みやすみ、 

1束 100枚で 30～40分。一箱 36束を一ヵ月

半ほどかけて終了という具合で、一日 1束と

いうペースが長く続きましたが、ゆっくりゆ

っくりとペースが上がっていきました。 

  最近は本人一人で、短い時間に 3、4束一度

にやる事もあり親はびっくりしていますが、

これをやることで工賃が頂け、大好きな江ノ

電に行ける事とつながっているようで、よく

「江ノ電」と言いながらやっています。 

  今では一ヵ月に２箱ほどのペースでこの仕

事をこなしていますが、息子の変化を観てい

ると、本当に「継続は力なり」と感じてしま

います。（YM） 

 
 

今年も 2月と 4月の 2回、アザフ折

りのお手伝いをしました♪  

アザフとは、陸前高田の七夕まつり

の山車を飾る紙です。  

写真の山車を千羽鶴のようにひらひ

ら覆っているのがその紙なのです

が・・・・、薄い和紙を何千枚も折

って重ねて連ねた飾りです。 

 

一日中借り切った会議室で、10名以

上が入れ替わり立ち替わり参加して

くれました。この後現地できれいに

染め上げられ、見上げるほどの山車

を飾ります。 

 

高田町うごく七夕まつりは、毎年 

8月 7日開催。伝統の灯が今年も 

ともり続けますように。 
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2018年 ５月 

2日(水) 9時～11時 【東北応援隊】 武蔵台くるくる市場に出店 武蔵台ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 

5日(土) 9時半～11時半 【畑の学校】 畑の学校⑤ 栗坪畑 

6日(日) 10時～12時 【間伐隊】 間伐・山の整備作業 くるくる事務局集合 

12日(土) 9時半～11時半 【畑の学校】 畑の学校⑥ 栗坪畑 

13日(日) 9時～12時 【農業隊】 えごま種まき／草刈作業 高岡畑 

19日(土) 9時半～11時半 【畑の学校】 畑の学校⑦ 栗坪畑 

20日(日) 9時～12時 【農業隊】 えごま畑の準備／草刈作業 栗坪畑・高岡畑 

27日(日) 10時～12時 【東北応援隊】 清流青空マーケットに出店 森の果樹園 

2018年 ６月 

2日(土) 9時半～11時半 【畑の学校】 畑の学校⑧ 栗坪畑 

3日(日) 8時～12時 【農業隊】 えごま苗の定植 栗坪畑・高岡畑 

3日(日) 10時～12時 【間伐隊】 間伐・山の整備作業 くるくる事務局集合 

6日(水) 9時～11時 【東北応援隊】 武蔵台くるくる市場に出店 武蔵台ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 

9日(土) 8時～12時 【農業隊】 菜種の収穫 栗坪畑・高岡畑 

10日(日) 8時～15時 【農業隊】 田植え 清流田んぼ 

13日(水) 8時～12時 【農業隊】 菜種の脱穀 栗坪畑・高岡畑 

16日(土) 9時半～11時半 【畑の学校】 畑の学校⑨ 栗坪畑 

16日(土) 8時～15時 【農業隊】 小麦の収穫・脱穀 高岡畑 

17日(日) 8時～15時 【農業隊】 小麦の収穫・脱穀 高岡畑 

23日(土) 8時～12時 【農業隊】 畑の草刈作業 栗坪畑・高岡畑 

24日(日) 10時～12時 【東北応援隊】 清流青空マーケットに出店 森の果樹園 

2018年 ７月 

1日(日) 8時～12時 【農業隊】 えごまの除草作業 栗坪畑・高岡畑 

1日(日) 10時～12時 【間伐隊】 間伐・山の整備作業 くるくる事務局集合 

4日(水) 9時～11時 【東北応援隊】 武蔵台くるくる市場に出店 武蔵台ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 

7日(土) 9時～11時 【畑の学校】 畑の学校⑩ 栗坪畑 

8日(日) 8時～12時 【農業隊】 大豆の種まき 高岡畑 

14日(土) 8時～12時 【農業隊】 畑の草刈作業 栗坪畑・高岡畑 

15日(日) 8時～12時 【農業隊】 田んぼの除草作業 清流田んぼ 

21日(土) 9時～11時 【畑の学校】 畑の学校⑪ 栗坪畑 

28日(土) 8時～12時 【農業隊】 えごまの除草作業 栗坪畑・高岡畑 

29日(日) 10時～12時 【東北応援隊】 清流青空マーケットに出店 森の果樹園 

※くるくるねっとの活動はメーリングリストにて随時お知らせしています。詳しくは事務局まで。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

日高くるくるねっと 
 

日高くるくるねっとは、2011年の震災・原発事故を受けて、「何かしたい」

と思った日高市内外の有志が集まって誕生したグループです。 

自分たち自身の暮らしを見つめ直し、足元にある豊かな自然資源(太陽・水・

田畑・山林など)を活用・循環させながら、人と人とが手を携え、自立した豊

かな暮らしをみんなの力で築いていくことを目指しています。 

 

◎日高くるくるねっと メンバー募集中！◎ 
本ニュースレターをお読みになり、参加してみたい活動がありましたら、 

お気軽に以下までお問い合わせください♪ 

 

日高くるくるねっと事務局 
日高市清流 117   TEL:042-982-5023   E-mail:kurukuru_hidaka@yahoo.co.jp  

ホームページ:http://kurukuru-net.jimdo.com/ 

 


