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この余市川の隣に農園があります。

―仁木農場編―
突然ですが・・・仁木に引っ越しました
去年から今年にかけて、札幌近郊の土地を毎日の
ように探し歩いて、やっとたどりついたのが仁木で
した。
しかし、所有権移転までこぎつけたのが、５月２
日で、今年の就農に間に合わせる為に、２回の引っ
越しをしました。
今は、土地付きの農家住宅（筑 70 年）に落ち着

まほろばの専務取締役を辞任
私は 70 歳を機に、５月末日でまほろばの専務
取締役を辞任して、今はまほろば自然農園の代表
だけすることになりました。
まほろば自然農園は、札幌農場と仁木農場の２
か所になり、札幌農場はこれまでと同じく福田君
が責任者です。
仁木農場は、3.5 町歩（3.5h a）あり、主人と
私と次男で運営しています。

きましたが、その間、私の兄のお葬式やら四十九日
やらで、家族で２回も岡山まで往復したり、生涯で
一番忙しい毎日を過ごしています。
そんなこんなで、皆様にご挨拶が遅れてしまい、
申し訳ない限りです。

仁木で農場を始めました！ （右は築 70 年の倉庫）
私と生年同じです。

まほろばだより

No.4329 16-105 7/1

1

ロッコ、きぬさや・仏国絹さや・スナックえ
仁木農場の住所は、余市郡仁木町西町で、南西

んどう・グリンピース）

に余市川を接し、遠方に山々が見え、広々とした

★トマト類（調理用シシリアンルージュ・桃太

風光明媚なところです。もともと前任者がサクラ

郎ファイト・ミニトマトアイコ・ミニトマト

ンボやブドウを植えていたところだそうですが、

ラブリーさくら・その他、近所で頂いたミニ

営農しなくなって６年くらい経つそうで残留農薬

トマトと中玉トマト）

の反応はありません。

★枝豆用大豆（味太郎・黒豆・だだちゃ・雪音）
★キャベツ（富士早生・
レッドマーケット）
★レタス（美味たす・ユー
ゴスラビアンレッド）
★ズッキーニ（ダボダ・
ココゼリ・イエロー）
など、とにかく植えまし
た。

寒さでいじけた
ナス
颯爽とトラクターを乗りこなす社長

すべての野菜が遅れ気
一部（５反くらい）の所は、10 年間耕作放棄

味で植えたので、ちゃんと出来るかどうか分から

地になっていて、片付けるのはすぐには出来そう

ないのですが、ナス類を除いては、今のところ順

にありません。今ある所だけでも、まだ、半分も
使用できないでいます。

今のところ、 植えた野菜たち
★ か ぼ ち ゃ（ ほ っ こ
り 姫・ ほ っ と け 栗
た ん・ 長 ち ゃ ん・
白栗かぼちゃ）
★きゅうり（味一角・
バテシラズ２号）
★ ナ ス（ 神 仙 中 長・
長 ナ ス・ ロ ー ザ ビ
アンカ）
★豆類（大平ささげ・
３ 色 い ん げ ん・ モ

ズッキーニ
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豆

てすべて自家採種です。

調に生育しています。
ナスは圃場の準備が

富士早生も中玉トマトも

中々できず、札幌のハウ

食べてみて、おいしかった

スで育ててもらった苗

ら種取りして、来年も植え

が、仁木に持って来て、

たいと思います。

ハウスがないので、一週

井戸水の確保

間くらい極端な低温と
寒風にさらされたので、
葉っぱが黄色くなってし

農業に水は欠かせません

まい、可哀想にいじけて

が、隣接する余市川の水も

しまいました。

次第に汚染されて来ている
という事ですし、仁木農場
に接して農業用水も流れて

新品種、 ミニトマ
ト ・ 中玉トマト

いますが、それはあまり使
いたくないので、地下水を
使う為に農業用の井戸を掘

近所で頂いたミニトマ

りました。

トと中玉トマトは、低農

その井戸水をモーターで

薬で作られている篤農家

上げて、貯水タンクに溜め

の方のもので、新品種を

て、そこからまたモーター

色々頂きました。
中玉トマトのシン

いじけたナス （ローザビアンカ） も回復してきています。

ディー・キッキ・みどり、

最終的に灌水チューブで作
物に灌水します。

あと２種類ありますが、名前が分かりません。収
穫できるころまでには、名前を教えてもらいに

で 灌 水 ホ ー ス に 送 り 出 し、

貯水タンクの中にエリクサー用のセラミックや
活性炭、その他の濾材などをどっさり入れて、簡

行って来ようと思っています。
ミニトマトでは仁木、余市は質、量ともに全国
一でブランド化されており、その道のエキスパー

易業務用エリクサーを作りました。これで水は一
安心です。

トが多いところです。色々と学ばせて頂きたいと
思っています（ほとんどが東京をはじめとする道
外に出荷されています）。

ほとんど自家採
種です
種は、キャベツの富士早
生（固定種）と、調理用ト
マト（種がミニトマトと交
ざってしまったので、今年
新たに購入）と、ご近所か
ら頂いた中玉トマトを除い

中玉トマト
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援農の様子 （５月頃）

時々援農に来てくれています
何せ、５月２日が所有権の移転で、スタートが
遅れてしまったので、これまでに２回ほど、札幌
から福田君たちに援農に来てもらいました。アー
チ支柱立てや、果菜類の定植など、集中的に労働
力の必要な時に来てくれて助かっています。
今日も援農に来てくれる日（６月２９日）です
が、今、小樽を出たところで車のタイヤがパンク
したと連絡が入りました。
何時になったら来ら
れることやらです。
それでは、仁木農
場の野菜も楽しみ
にしていてください
ね！
また、主人の書い
た報告も併せてお読
み下されば、ご理解
頂けると思います。
うね

元気なじゃがいも （畝 100 ｍです）
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青く広がる仁木の空

まほろば農園
札幌農場だより
チーフ

福田直之

寒い６月
今年は例年よりも寒く、せっかく定植した
果菜類がなかなか成長してくれません。葉物
野菜も成長が今一つで、早く暖かくなるのを
まだかまだかと、野菜達は寒さに耐えて待ってい
るようです。

追い討ちの雨の
日々
なかなか暖かくならない
中、容赦ない雨が降り続き
地温は下がり、乾くことの
ない畑、湿気により果菜類
は病気になりそうです。こ
んなに雨の続く６月も珍し
い で す。 例 年 ６ 月 は 雨 が
無く乾燥に悩むくらいでし
た。
元気な青菜類 （小松菜）

青菜類には恵みの雨
この長雨により、成長が今一だった青菜類がぐ
んぐん成長を始め、雨の湿気のお陰と寒さのお陰
か、新芽には、ほとんど虫食いもなく綺麗な青菜
類が出荷出来るようになりました。

水菜
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奇跡の回復力
果菜類は、寒さに雨で、さすがに成長が遅れ病
気になってしまうと思い、対策を始めました。
まずピーマン類は、ビニールでトンネルをし、雨
に当たるのを防ぎ、寒さからも防げるようにしま
した。日中晴れて暑い時はトンネルを開け、雨の
日や夜などちょっと冷える時はトンネルを閉めま
す。これを何日も繰り返しました。結果、トンネ
ルをしてない所と比べると二倍近く大きく育ち、
黄色がかっていた葉も緑濃く、健康的に戻りまし
た。
きゅうりは、苗立ての時すでに少し病気気味で
したが、定植後にまほろばオリジナルのへうげ
（ひょうげ）醤油の粕を薄めて、何回か散布しま
した。きゅうりは水が必要なので、寒さだけ防げ
るように不織布で囲ったところ、病気の症状が消
えて元気に成長がはじまりました。野菜の生命力
の強さ、回復力の強さに改めて驚かされた出来事
でした。

病気気味のキュウリ （写真上） も、 こんなに回復しました。

ス、キャベツの定植など、手早く作業
してくださり本当にいつも助かりま
す。ありがとうございます。

今出荷野菜
小松菜、水菜、チンゲン菜、ルッコ
ラ、春菊、絹さや、人参葉。もう少し
したらキャベツ、レットキャベツ、レ
タス系が始まります。

心から感謝
今年もまた、多くのボランティアさんが来てく
れています。なかなか手が回らない草かきやレタ
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キャベツも順調、 順調！

かわいファーム
だより
川合 浩平
皆さま、こんにちは！
昨年まで農園で働いていたカワイです。
新年の挨拶ぶりのご無沙汰でしたが、畑が始まり、
早くも春から 10 ㎏位痩せました。久しぶり会う
人には痩せて黒くなったと言われます。
黒くなりたい、痩せたい方は是非ともボラン
ティアへ来て下さいっ！！ m(__)m
冗談はおいといて、宮下社長、専務のおかげで
今年から新規就農しまして、小別沢の元のまほろ
ば農園の畑を使って野菜を作っています。（ちな
みに、新規就農のハードルは高く、今年同時期に
札幌で新規就農した人は 1 人しかいません）
先日、JA の職員がトラクターの保険の集金
に来たとき、傾斜でこの広さ (1 ヘクタール )
の畑を一人でやっている話をしたら「変態で
すね www」と言われました。
う～ん、なんて褒め言葉Ψ ( ￣∇￣ ) Ψ
そんな野菜変態 ( やさいばか ) の栽培品目
は、ほうれん草、レタス、大根、キャベツ、
初出荷のほうれん草を片手に自撮り

ブロッコリー、いんげん、
きゅうり、トマト、ピー
マン、スナックエンドウ、
パセリ、セロリ、さつま
いも、じゃがいも、ズッ
キーニ、ポップコーン、
かぼちゃ、枝豆（大豆）、
落花生、葉ネギになりま
す。

元のまほろば農園第４ ・ 第５農場が、 かわいファームになりました。
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今年からなのでどれだけ出荷できるかわかりま
せんが、皆かわいい我が子です。
育ての親としては、嬉しくも悲しくもあるのが
出荷なのですが、6 月のほうれん草の初出荷の時
には、就農のために今までやってきた事などが思
い出され、特に感慨深いものがありました。
売り出しではレタスを出荷させて頂きます。
ちなみにこのレタス、アンパンマンのオクラちゃ
ん並みの愛情がこもっています。（分かる人には
分かると思います笑）
ズッキーニも実をつけ始めました。

鹿に食べられたサツマイモ

愛情たっぷりのレタスです！

さて、7 月に入ったものの、6 月の低温と日照
不足で野菜たちの成長はイマイチです。
ハウスのない、ALL 露地のかわいふぁ～むは雨続
きでトラクターが使えず、大幅に作付も遅れまし
た。
そんな中、草だけはじわじわと勢力拡大を続け
ていきます。ちょっと目を離すと野菜たちがすぐ
に雑草に埋もれそうになります。
7 月から天気が回復しそうなので、雑草だけで
はなく、野菜も勢力拡大していく予定です。
これから、ますますどんどんまほろばに美味し
い野菜を提供していきますので、皆様、よろしく
お願いいたします！
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これからも、よろしくお願いいたします。

