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新鮮で生命力あふれる美味しい野菜をお届けできるように

   新年、明けましておめで

とうございます。

今年は雪も少なく暖かで、

比較的過ごしやすいお正

月となりました。皆様は、

いかが過ごされましたか。

私は、親戚一同と温泉旅

館に行くなど、年に数回し

か会えない親族と有意義に過ごす事ができました。

　昨年12月中は荷物の運送にも混乱があり、野菜が思うよ

うに届かない、卸売市場でもあまりの高値で野菜が買えな

いなど、お客様をがっかりさせてしまう事態も少なくありま

せんでした。

　不可抗力とは言え、歳末の買い出しの時期にお客様の期

待に応えられなかったことは誠に残念に思います。今年は

そのようなことの無いように願うばかりです。

　さて、私にとって2017年は、多様なことへの興味が開か

れた一年でもありました。「ti-tie チッチ」（エリクサー水と

乳を混合することで生まれるチーズ）づくりから始まり、家

庭菜園での0-1テスト農法や自家採種の実践。まほろば自

然農園での農作業の研修。自家製の札幌大球を使った漬

物づくりをきっかけに、魚醤油などの伝統的な発酵食品づ

くりの研究と、様々なテーマを扱いました。

　また、6月には出雲を訪ね、まほろば創業当初からお世話

になっている井上醤油店、その他、取り扱いのある食品の

メーカーを見学し、一品々の商品に宿る心を学ばせて頂き

ました。まほろばに入社した当時は、このような事に興味を

抱く自分ではなかったように思いますが、自分の興味に応

えてくれる人物や情報、環境がまほろばにはあり、そこに身

を置くうちに自然と今のような自分になったのだと思いま

す。不思議なものだと思うと同時に、感謝の気持ちになりま

す。

　昨年、私にとって一番の出来ごとは、家族にとっての第二

子が産まれた事です。2月頃に妻の妊娠が分かり、9月5日

に無事出産しました。出産してからの1ヶ月間は、毎日夕方

に退勤させて頂き、授乳以外の家事全般に励む事が出来

ました。おかげさまで産後の経過も良く、子供も健康で、自

身にとっても良い経験となりました。これもひとえに会社の

理解と、共に働く仲間の多大なる協力があったからこそと、

心から感謝しております。

　8月には、仁木町にあるまほろば自然農園にて従業員慰

安のバーベキューがあり、従業員の子供も一緒になって参

加しました。まほろばが目指す未来、そして生き方の片鱗を、

これからを担う子供たちと共有できる良い機会になったと

思います。それと同時に、子供たちに胸を張れる仕事、そし

て生き方をしたいと、改めて感じさせられる会でした。

　ここ数年、まほろばにご来店されるお客様も、子育て世代

のお母さんや、ご高齢の方が多く見受けられ、顔ぶれが随

分と変化したように感じられます。地域に根差し、まほろば

らしくどのように貢献できるか。遠くの誰かでは無く、隣のあ

なたに何を届けられるか。そんな事を考えるようになりまし

た。

　また、中小の小売店が仕入れの為に負担する送料が大幅

に値上げになるなど、今こそ、遠くから何かを持って来るの

ではなく、無駄なく地域の中で循環できる「地産地消」の社

会を見直す機会に差し迫っているのではないでしょうか。

もっと言えば、各家庭が育て、つくり、与え合う。

もっとローカルな、だからこそ地域に、そして自分自身にフ

ィットする衣食住。そんな新しいスタイルを獲得することが

出来るのではないでしょうか。そんな提案を発信できる、ま

ほろばで在りたいと思っています。

　兎にも角にも、目の前の課題に、今起きていることに真摯

に向き合い、自分の心に正直に進む一年にしたいと思いま

す。ひとつずつ石を積み上げるような、毎日、という「好き日」

を、大切に歩みたいと思います。

　本年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。
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　新年あけましておめでとうございます。

旧年はソフテリアのパンをご利用いただきほんとうにあ

りがとうございました。

　昨年を振り返り特に印象的だったのは『まほろば仁木

農園での農業体験』の思い出で、たった1日だけのさらに

収穫だけの作業だったのですが、半端ない枝豆や南瓜の

収穫に、なまったカラダが悲鳴をあげた記憶です。

そして店頭に並んでいる野菜がそこに至るまでにいかに

地味で大変な作業や、作り手の想いを経て並んでいるか

を身をもって知り、日常的にパンで使わせてもらってい

る野菜を扱うことにも改めて身の引き締まるしだいであ

ります。

その体験より、今年の目標の

一つに、旬の安全安心な野菜

を使うのはもちろん、作り手の

想いもお伝えしていけるパン

を作ることを掲げたいと思っ

ています。

　今年は「戌年」で、個人的には駆け抜けるよりも足場の

土を掘り耕してまほろばの良さを再発見するイメージで

ガンバって行きますので、ソフテリア「phoenix」のパンを

今年もどうぞよろしくお願いいたします！　ありがとうご
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　年齢が上がると共に下がる

のが体力ですね。

　私も同様で、定年のため正社員から嘱託社員となり、勤務

日数を週5日に減らしてもらいました。

　力強い福田主任も激動の一年でしたが、私も激動の一年

でした。

1月～大橋・島田両常務との個人面談

5月～正社員から嘱託社員へ

9月～三男の転職にともない、次男が三男のマンションに転

居準備

10月上旬～三男、研修のため名古屋入り

10月下旬～次男、転居終了

11月上旬～三男、研修終了し沖縄県石垣市入り（札幌から

3000Ｋ）遠いよ！！

11月中旬～三男、石垣市のアパートに転居

11月下旬～長男、勤め先決定

引っ越しは業者に頼まず、私と息子3人でやりました。

　お互いに仕事をしながらのことでしたので、完了まで時間

が掛かりましたが、息子たちがとても頼もしく思えました。

プライベートな事柄ばかり書いてしまいましたが、今年も『ま

ほろば』共々宜しくお願い致します。
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　謹んで新春のお慶びを申し上

げます。

旧年中は、格別なご愛顧を賜わ

りまして、心より御礼を申し上げ

ます。

　一年を振り返り思うことは、社長、顧問が仁木での農作

業に専念できるよう、お店を守っていけるかどうか心細い

ものでした。

「まほろば」の在り方を、各々で考える大きな宿題を頂いた

ように思っております。

刻の過ぎるのは早く、未だに明確に出来ずにおります。

お客様の中にも、感じられていらっしゃるのではないでしょ

うか。

　只、足を止めて思いあぐねてばかりではいられません。

今、このご縁に感謝をし、自分の出来ることに努めていくこ

とで、自ずと見えてくるのではないかと思っております。

長く、皆様に育てられて頂いた「まほろば」です。

　これからも、皆様に愛されるお店であるよう、店長を中心

にして、皆で力を合わせてまいります。　

お客様からのお声をお聞かせくださいませ。

本年も皆様にとって幸多き年となりますようお祈り申し上

げます
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　少し前からですが商品の発注の仕事を担当することにな

り、事務所でパソコンに向かうことが多くなったため、店頭

でお客様とお話する機会も少なくなりました。　時々店頭で

お会いしたときに「毎度、元気かい？」と声をかけていただ

いたり、どうしてか、小さなお子さんからも声をかけられる

ことも多くあります。　内容は学校の話や遊びに行った話、

趣味のことなどいろいろ教えてくれます。それが結構面白

かったりします。

　発注についてのお話ですが、テレビなどの影響でその時

には売れてしまい店頭で品切れ状態でも、今年はさっぱり

なんてことも多くあります。実績だけでの注文もできなかっ

たり、賞味期限が短い商品や季節

により売れたり売れなかったりす

るものなど、いろいろ大変ですが、

私にはとてもやりがいを感じてや

らせて頂いております。

　売り出しが終了して少しすると

次回の売り出しの準備に入る月もあり、バタバタしてしま

い他のことが全くできなくなくなることもあって、みんなに

迷惑をかけたこともありました。　今年も新しいことやその

中できっと自分が苦手なことも多くあると思いますが、そ

の時どのように対応できるかが成長への一歩かなと思い

ます。迷惑はかけないとはあえて言わないですけど、でも頑

張りたいと思います。
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ます。迷惑はかけないとはあえて言わないですけど、でも頑

張りたいと思います。

　皆様にとってより良い1年になりますよう願っています。

本年もよろしくお願いいたします。
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　新年明けましておめでとうございます。昨年もたくさんの

お客様にまほろば農園の野菜を食べて頂き本当にありが

とうございました。

　と毎年同じ始まりの新年の挨拶でしたが、皆様ご存知か

も知れませんが、私は去年まほろば農園を辞め、まほろば

本店勤務となりました。

　昨年は畑の片付け、仁木農園のお手伝い、お店の仕事と

あちこち作業していましたので、今年が本店の常勤になる

のでしょうか。今思い返せば、まほろばに入社したきっかけ

は、ただ農業をやりたくて、それだけでした。

　自然食も知らない、０-１テストも知らない（初めて見た

時は本当に店長は手が震える病気なんだなと思ったくらい

です）純粋に農業をやりたいという気持ちだけで農園に勤

務して約１４年、今農業から離れてお店の勤務。本当にこれ

で良かったのか、自問自答の毎日の昨年一年間でした。

　私はとにかく作るのが好きで、何か物を作ったり、野菜を

作ったりが好きなのです。何もない土に種まきをし、草取り、

肥料やり、水やりなど管理しながら育っていく野菜達。試行

錯誤しながら、思い通りの味の野菜が出来たときの喜び。

自然相手の農業は、思うように行かない毎日ですが、同じ

日と言うのが一度もなく、変化、発見の毎日。それが難しく

面白い、農業の魅力であると思います。

　きっと、どんな仕事もそうですが、仕事の辛さ難しさを、

いかに面白いと思えるか、だと思います。

　農園は、人との付き合いが苦手な私には、常に自分らしく

いられる環境だったのかもしれません。ですが、実際農業

で生活していく大変さがあるのも事実です。

　お店に勤務して自分に

出来ることはなんなの

か？　まったくの素人で

スタッフの皆さんに迷

惑かけてばかり。忙しく

日々の業務をこなして過

ぎる毎日の中、ふと思うのは、お店の勤務もまた農業みた

いに感じるようになってきたことです。それは販売している

野菜や魚、いろんな良い商品をお客様にお勧めし、お買い

求め頂く、その商品によって健康でいてくれるお客様。その

お客様から「美味しかった、良かった」と嬉しい言葉と笑顔

を頂けることが、なによりの収穫ではないでしょうか。来店

してくださるお客様が楽しくお買い物して、また来ようと思

って頂けるお店にしていきたいと思います。

　そこで私は、お店の全ての商品の生産者の思い、どんな

思いで作ったのか、同じ生産者の経験をしてきたからこそ、

その気持ちを理解し、大切にしたいと思います。その気持ち

をお客様に伝えていくことが、自分の在るべき姿なのだと

思います。ただ売るのではなく、生産者と消費者の間に立ち、

繋ぐことが出来るのは、生産者の経験もある者の使命かも

しれません。

　まだまだ十分な知識はありませんが、少しずつでも伝え

ていけたらと思います。

　また、家庭菜園をされてるお客様も多いので、やはり野

菜作りの質問が多く、少しでもお客様の家庭菜園のアドバ

イスが出来ればと思います。

　まだまだ新米の私ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
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利用頂きましてありがとうございました。

    たくさんのボランティアの方々、研修という形でお店

のスタッフにも度々サポートしてもらいながらなんと

か一年を終えることができましたが、それでもなかな

か思うように出荷出来ずに終わった野菜も多々あった

のは大きな反省点でした。一方で、味の方は例年以上

に美味しかったという評価

を頂けた野菜もあったの

は嬉しく報われる思いもあ

りました。

　こうした声を励みに、今

年一年も生命力ある野菜

をお届けできるよう努めていきたいと思います。
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　新年あけましておめでとうございます。

今年の札幌は今のところ雪も例年より少ない暖かい冬なこ

ともあり、おかげさまで体も心も穏やかな年の始まりを

迎えることができました。その一方、九州など寒さの影響を

受けている地域もあるようで、野菜の高騰や農作物に影響

が出ているのを目の当たりにし、地球の気候変動の現実や

世界で起きている現状を見ると、私たちの意識の変化がよ

り一層必要だと感じる今日この頃です。そうした中でも、北

海道から各地に広がるまほろばの温かいお客様に支えら

れ、大切な従業員の仲間とこうしてお仕事できる場所があ

ることに心より感謝しお礼申しあげます。

　　昨年は初めて梅干しを漬けたり、糠どこを作ったり、らっ

きょうの甘酢漬け、福岡農園の柑橘でジャム作りと、昔から

ある日本の食文化にほんの少しですが触れる機会を持つこ

とができました。

　以前から興味ははあったものの、なんだか腰が重かった

のですが、いざやってみると手間がかかる分、失敗しないよ

うに慎重に作業し、愛着もより増え、完成までの時間は「ど

んな出来上がりになるかな？」とわくわく待ちどおしい気持

ちで新鮮な体験でした。

　また、同じく手作りを楽しむ仲間との情報交換もとても楽

しい時間でした。

　休暇を頂いて出かけた旅

先では、外食漬けの毎日に

飽きてしまい辛さまで感じ

ました…涙。既製品の良さ

はもちろんありますが、何を

使って何を作るのか、何をど

のように食べるのか、食の大切さ手作りの良さを特に思っ

た一年だったように思います。

　また、お客様と店頭やお電話で珍しい野菜や果物の話題、

今日の献立のお話、美味しかった食材、調味料の話、おスス

メの食べ方であったり、調理方法を伺ったりそんな日常の

何気ない会話やひとときが、私にとってとても楽しく嬉しい

時間でした。お客様と「いらっしゃいませ」だけではなく、「お

はようございます」や「こんにちは」のあいさつができたり、

ご来店するお子さんの成長を感じたり、心にランプが灯っ

たように温かくなる瞬間の積み重ねに日々喜びと元気を頂

いているように思います。

　食を通してお客様と共有できるこの時間を今年も大切に

し地域の皆様に愛されるお店となるよう努めて参ります。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

　皆様にとりまして新しき年も笑顔あふれる年となりますこ

とを心よりお祈り申し上げます。
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や海水温上昇による被害、寒波による冷害、天候や人手不

足、原油高騰による運輸事情の悪化等々、昔の栄光は今や

廃れてしまうばかりです。食事で欲求を満たす時代は終わ

りに近づいているのかもしれません。

　そんな厳しい中ではありますが、少しでも皆様のお役に立

てますよう「まほろば」スタッフの１人として励む所存でご

ざいます。

　生きるために食う、食うために育てる、育てるためには知

識を得、動き、知恵を出し生きてゆく。

　その繰り返しの中での喜

び苦しみが人として生きる

ということなのか？　意味な

んてないのかもしれません

が、もっと自分の本能を感じ、

信じ、人に頼りすぎることな く 、

社長の掲げる「小国寡民」の

一員として自分の持ち分を活かし助け合えることを願い、

新年のご挨拶とさせて頂きます。仕入れに際しては、不備
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