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ついに終盤、畑じまい

　果菜類や豆類の収穫もほとんど終わり、後は

青菜類（小松菜、ルッコラ、レッドマスタード、

チンゲン菜、三つ葉、春菊、ホウレン草）と白

菜と茎ブロッコリーとキャベツがわずか、成長

が危ぶまれるカリフラワーと、小さい人参と、

大量の大根を残すのみとなりました。

　しし唐、ピーマン、ナンバン系は、小さいの

がまだ少しありますが、いつ霜に見舞われて、

ダメになるか分からない状況です。

　ハウスのトマト系は、味が落ちて来たので、

そろそろ片付けようかと思っています。雨が上

がったら、外

の豆類（イン

ゲン、大平等）

のアーチやマ

ルチも片付け

ます。

ムロを作っています

　最低気温がマイナスになる前に残っている野

菜を全部収穫して、保存しなければいけないの

で、今日から（10/30 日）、新しく作った倉庫

の一角に、また、我満さんにお願いして、ムロ

を作ってもらっています。

　下が土間で、回りと天井に断熱材（スタイロ

フォーム）を入れて、100 ワットの電球一つで

凍結を防ぐ優れものだそうです。種イモの保存
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などもそこで出来るので、便利です。

　雪ムロもよさそうですが、面積を広くとらな

ければいけないし、工事費が大変なのと、管理

も大変そうなので、やはり、まほろば農園の規

模では、我満さん流が一番いいと判断した次第

です。

漬物大根で出荷するつもりが…

　今年こそは漬物大根で出荷しようと、数千本

の大根を作ったのですが、成長が早くて、どん

どん育ちすぎて、また、去年と同じように、中

が空洞化する大根が出来てしまいました。今年

の気候は、大根がなかなか大きくならないと

いう農家さんが多いそうですが・・・去年と

同じように、下の方を切ってみて確認して、ラ

ンク付けして販売

することになりま

した。でも、味は

良いとの評判なの

で、いっぱい食べ

て下さいね。

　漬物大根で出荷

できなくなったの

で、ムロに貯蔵し

て、販売する予定

です。でも、重く

て重くて、貯蔵す

るのも大変な事になりそうです。

力自慢の誰かさん、ボランティ

アお願いしま～～す！

　女性でも葉っぱを切り落としたり、袋に入れ

たりする仕事があります。

　朝、まほろば本店まで来て下されば、池田さ

んの通勤の車に乗ることが出来ます。

　連絡は、わたくし宮下（０９０－３３９９－

８９９４）まで。

何か、同じ法則が？

　元農家さんによると、長いこと耕作放棄地に

なっていたところに大根を植えると、大根が

大きくなるのだとか、また、別の人は、

大根は、連作するほど小さくなるとい

うのです。

　　27 年前の大根

半分できたムロ

大きな大根がまだまだいっぱい。
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　そう言われてみると、２年目の所は、成長が

遅く（普通より早いけれど）、空洞化も少ない

のです。そうだとすると、良い漬物大根が穫れ

るようになるまでには、まだしばらくかかりそ

うです。

　一番最後に植えて、一番早く大きくなったの

は、耕作放棄されて 17 年目の、今年初めて開

墾したところです。元々、根物の長芋、ごぼう

の良い物が穫れる畑ということを聞いていまし

た。それで思い出したのですが、25 年ほど前、

北広島の長年耕作されていない親戚の土地を借

りて、主人が初めて土団子（福岡先

生流）に種を入れて蒔いた時、巨大

な大根が出来て驚いたことがありま

す。

　何か、同じ法則に貫かれているの

でしょうか？

きゅうり、 その後、

　９月末、長雨と低温で、きゅうり

が病気（黒斑病）になり、深く切り

込み剪定をして、きゅうりの若返り

を図ろうとしたのですが、直後の強

烈な台風と寒さで、わずかに残した枝葉は、折

れたり、傷んだりして枯れてしまいました。

　環境破壊しない程度に、出来るだけ自然な形

で、ある程度、遺伝子と環境をコントロールし

て、共存していくというのが、農業だと思って

いるので、そのあたりを根本的に追及してみた

いと思ったのですが、残念でした。

今年のトマト系

　トマトもミニトマトも中玉トマトも主人の肥

培管理で、平均、去年より美味しかったと思う

のですが、潅水のコントロールがなかなか出来

なくて、味がなかなか安定しませんでした。お

客様にとっては、食べるたびに味の違うトマト

だったかも知れません。

　最初は、灌水設備の設置が遅れて、水不足に

なったり、その後は、潅水のスイッチを切り忘

れて、水浸しになったり、何度かありました。

そのたびに、味が水っぽくなったり、割れやす

くなってしまいます。外の仕事で夢中になると

つい忘れてしまうのです。スイッチを切り忘れ

て、夜寝る前に止めに行ったりしたのは言語道

断です。来年は、携帯にタイマーをセットす

る必要があると思っています。

露地ピメント　

　今年は去年より多めに植えたので、長くた

くさん出荷出来ました。普通はカラーピーマ

ン系は、ハウスで作られるのですが、10 年

くらい自家採種しながら露地で作ってきまし

た。

　　27 年前の大根

　ハウスのミニトマト （8 月撮影）

まだ野菊が咲いていました。
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　露地で作ると、収穫期間が短くなったり、雨

風に直接さらされるので、肌が汚くなったり、

雨が続くと傷みやすくなったり、どうしてもＢ

品やハイキが多くなり、リスクは大きいのです

が、ハウスものと違うキリっとしたパンチがあ

ります。生き生きとした生命力を感じることが

出来ます。

辛味のあるピメント出現

　今年は異変がありまし

た。細長くてちょっと辛味

のあるピメントが出現した

のです。赤の色があまりに

も濃くてきれいなので、ピ

リ辛ピメントとネーミング

して販売しました。

　ところが、たまに、飛び

上がるほど激辛があって、

一時、出荷停止になりまし

た。

　何個も何個も食べてみた

研究の結果、すなおに成長

せず、長い時間をかけて成長したものや、形の

いびつなものに激辛が多いということが分か

り、そのようなものを除外して、後半出荷して

います。

　ちょっとピリ辛の物は、肉詰めにすると甘い

だけのピメ

ントより美

味しい感じ

でした。

　薄く輪切

りにして、

サ ラ ダ の

トッピング

にしてもき

れいで、味がひきたちます。天婦羅もおいしかっ

たです。

先祖帰りしたのか、 交配した

のか？

　ピメントもピーマンもパプリカも、もともと、

唐辛子の一種なので、自家採種を続けていれば、

先祖帰りして、辛い味が出てきても不思議では

ありません。それとも、近くの唐辛子

と交配したのか、定かではありません

が、出てきたものを楽しんで、上手に

食べて行きたいものです。生命の多様

性を否定せず、寄り添えるものは寄り

添っていきたいものです。

レッドマスタード

　今、収穫中ですが、レッドマスター

ドは、まだまだたくさんありますが、

あまり売れません。大きくなったので、

堅そうに見えるのかも知れません。と

ころがどんなに大きくなっても、こんなに柔ら

かくて、火の通りやすい菜っ葉はないのです。

ここも１７年間耕作放棄地のせいか、成長が早

く、良く成ります。

　普通の青菜と同様にどんな料理や漬物にも出

来ますが、我が家では、バラ肉とレッドマスター

ドの炒め煮が人気です。

※豚バラ肉を先に炒めて脂が出たら、おおざっぱ

に切ったレッドマスタードを入れ、塩と砂糖（多

め）を入れて味がなじめば出来上がりです。（お

砂糖を多く入れるのは、菜っ葉の辛味とのバラン

スをとる為です。味見しながらお好みで…）

　あっという間に出来る簡単料理です。紫色が

鮮やかで、アントシアニンが豊富、信じられな

いほどおいしいです。

　　　ピリ辛ピメント

ピメント
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トラクターで種まき

　青菜類の種まきは、これまで、手

押しの『ごんべい』という機械で播

いていましたが、トラクターにつけ

た真空播種機でも播くことが出来ま

す。トラクターの方が早く正確に播

くことが出来るし、播き筋が歪まな

いので、後で機械（カルチ）除草を

することが出来ます。

　主人は今年その真空播種機に挑戦

して、種まきの練習をしました。９

月 20 日を過ぎると、もう今年の収

穫には間に合わないのですが、適正

に発芽するかどうかの練習ですから、間に合わ

なくてもいいので、今年開墾した新しい所にた

くさん播きました。

「 こんなに美味しいのにどうし

て売れないんだろう」

　ところが新しい土地は、大根と同じで成長が

早く、あっという間に大きくなって、収穫も主

人の専属です。収穫するたびに、「こんなに美

味しいのにどうして売れないんだろう」と言う

のです。自分が播いたので、かわいくて仕方が

ないといった様子です。あまりポピュラーな野

菜ではないので、お客様も敬遠されるのだと思

います。

　それで、私がお便りで取り上げることになり

ました。ぜひお試し下さいね！

白菜は雪の下になってしまいそう

　1 回目に播いた白菜も、2 回目に播いた白菜

も、石だらけの所だったので、発芽が悪く、3

回目に播いたのは、発芽は良かったのですが、

少し遅すぎたようです。中でも成長の良かった

のが、かろうじて間に合いそうかなという感じ

です。1 回目、2 回目も、パラパラと出来てい

るので、順次収穫していく予定です。

　雪の下になった白菜は、来年の白菜菜花にな

ります。

今年は在来固定種の白菜

『 松島2号』

　今まで播いていた『晩秋』から種取りした白

菜が、あまりにもばらつきが大きすぎて、水菜

や小松菜風のものが３分の２以上も出て、巻い

てくれないし、安定しないし、味も特別に美味

しいわけでもないので、今年は、『松島 2 号』

に代えてみました。

まだ食べてみてい

ないのですが、ど

んなものでしょう

か？

　　ルッコラとレッドマスタード
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　「栽培し易くて柔らかく、味が良い」という

触れ込みですが……。

　買って戴いた方は、レジの方に口頭で結構で

すので、ご感想をお寄せください。来年の参考

にさせていただきたいと思います。

秋法蓮草は発芽不良

　秋ほうれん草は、8 月半ばから末までに大体

播いてしまいます。それでないと、ホウレン

草は成長が遅いので、今年の間に合わな

いからです。とは言え、その時期は、ま

だまだ暑くて、ホウレン草が発芽しづら

いのです。それで、普通は、前日に水に

浸しておいて、酵素が働いて、発芽モー

ドになるようにしておいて播くのですが、

そうすると、また、広げて、軽く乾かし

てから、種播き機に入れなければいけな

いので、省略してしまいました。

　今にも雨が降りそうだったし、天気予

報だと 2 日ほど降り続きそうだったから

です。

　その後、夏まきは普通、寒
かんれいしゃ

冷紗をかけ

るのですが、それもせず、雨が上がって

も潅
かんすい

水もせず、（普通は、発芽するまで

灌
かんすい

水しています）、今に発芽するかするかと思

いながら、忙しさに紛れて放置してしまいまし

た。結局、一週間後くらいに雨が降って、その

時、まばらに発芽してくれました。

　法蓮草以外の青菜は、それでも発芽するので

すが、ホウレン草は、ちょっと無理があったよ

うです。来年は頑張ります。

シシトウ

　今年は、柔らかくて美味しいシシトウがたく

さん穫れました。時々激辛がありましたが、こ

れは収穫担当の私が、至らないせいでした。

　何度も生でかじってみて分かったのですが、

辛いのは、実が付いて大きくなるまでに時間が

経ったものでした。つまり、成長が遅いものが

辛くなるようです。従って、気温の低い収穫は

じめと終わりに辛味が強くなります。

　気温が高い時でも、成長の遅い物は辛かった

りするので、出荷しないようにしていたのです

が、目利きが出来なくて辛いのが入ってしまっ

たのがあるかも知れません。

　来年はもっと選別眼を磨きますので、お許し

くださいませ。

　しし唐に限らず、ナンバンも同じ傾向がある

ようです。

辛くない方が改良系

　とうがらし、しし唐系は、あまり辛くない方

が改良系なのかも知れません。自家採種を続け

ていると、辛い系が出てくるからです。また、

畑が良く肥えてくると、辛い系が減ってくるよ

うに思います。ブータンやタイチリはどれも原

種系で激辛ばかりですから……。

　　ひょうで葉っぱが白い斑点だらけです。
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　でも、やはり、辛くない系の方がまほろばで

は良く売れています。

　辛い方がビタミンＣや、抗酸化物質は格段に

多いのですが……。

いんげん、モロッコ類

　台風でアーチが倒れたのですが、実は成り続

けました。アーチの低い所にも実がなり続けて

いるので、自衛隊の匍
ほ ふ く

匐訓練のように這いなが

ら前進して顔だけ上に向けて収穫します（豆類

の収穫は、年寄仕事なので私の担当です）。

　首が痛くなりますが、前進の時は大丈夫なの

ですが、匍
ほ ふ く

匐姿勢が長引いた後の後退は大変で

す。収穫して重くなったカゴを少しずつずらし

ながら後退しなければいけないからです。

　お天気が悪くて土が濡れている時は泥だらけ

になってしまいます。そういう時は出来るだけ

避けるようにしていると、豆が大きくなりすぎ

て、Ｂ品が増えてしまいます。

まだまだ、運動神経大丈夫！

　匍
ほ ふ く

匐でも入れない低い所は、外側からネット

の隙間に足を突っ込んで、収穫します。戻ろう

とすると、ネットが足に絡んで転びそうになり

ますが、大丈夫です。まだまだ運動神経大丈夫

なようです。ありがたいことです。その豆類も

そろそろ終わります。

カブ類の失敗

　カブ類は水はけのよい所に植え

ないと肌が汚くなってしまうよう

な気がするのですが、種まきする

時に、空いているところがなかっ

たので、カブ、赤カブ、紅くるり

を土地の低い粘土質の強い所に植

えてしまいました。やはり、皆、

肌が汚くてガッカリしてしまいま

した。一度も作物を植えたことが

ない所でした。でも、味は悪くな

いので、皆様に買って頂けたよう

です。本当にありがたいことです。

草だらけの人参

　　倒れた豆のアーチ

まだきれいに咲いているフランス絹さやです。
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（銀の糸たより２０１８年秋より）

まほろば仁木農園

訪問記 (10 月 16 日 )

　新家 江里香
（コア シンクロニズム

等自然療法師、PA 公

認マッサージ セラピ

スト、ヨガ インスト

ラクター）

　今年は、まほろ
ばの池田さんに便
乗を願い、訪問が
可能となりました。
いつも温かく迎え

て下さる宮下ご夫妻に感謝申し上げます。

　まずは、ニンニクを植える事に。宮下社長ご
夫妻と、ニンニクを選別した後、土中に植えて
いきます。黙々と地道な作業ですが、土はフカ
フカなので、とても植えやすかったです。
　続いてナスの柵の解体です。解かれたロープ
をクルクルと玉にしていきます。母が編み物を
ほどく際に作
るのを手伝っ
た毛糸玉づく
りが思い出さ
れます。その
後、柵にナス
を固定してい
たクリップを
外し、柵を土

　それでは、これから明日からの感謝デーの収

穫に出かけます。

　まだまだ書きたいことはいっぱいあるのです

が、タイムリミットのようです。

　低温で雨ばかり降り続いてきたので、野菜が

傷みやすくなっています。お早めにお召し上が

り下さい。

　ところが・・・・・！

　畑に出てみてびっくり、連日の雹（ヒョウ）で、

レタス系はもちろんの事、青菜類も白菜も、ピー

マンも、白い斑点が入ったり、葉っぱが破れて

ビリビリになったり、みじめな姿になっていま

した。今年の白菜（『松島 2 号』）は本当に柔ら

かいので、本当にビリビリです。チンゲン菜も

白い斑点だらけです。レッドマスタードは紫が

薄く感じるほど斑点が入ったり破れたりしてい

ます。

　料理すると分からなくなるので、皆、そのま

ま出荷することにしました。

　ご理解いただければ幸いです。

ひょうでビリビリになった白菜。 外葉は虫食いもあります



9まほろばだより
No.4774 18-162 11/2

野菜がとても美味しいと喜んでいました。姉は
毎食、みそ汁のおかわりをしていました。その
美味しさの決め手の味噌は、「まほろば生々み
そ三年」。コクがあって、はまってしまいます。
また、へうげ味噌は、汁をこの上なくまろやか
にします。波動測定でとても素晴らしい評価を
得られ、新醤とともに、薬食として再認識され
たとの事。まだ食されてない方は是非お求め下
さいね。
　さて、職業柄、作業と姿勢について考えさせ
られました。重心を意識して、バランスを保つ
ことは大切ですね。そう
いうわけで、ニンニク植
えるときも、ヨガのピラ
ミッドのポーズ (右写真 )
を意識して、畝の両側に
立って骨盤を真中に置い
て植えることに。宮下ご夫妻、池田さんは、長
時間にわたる作業を毎日されているのですか
ら、大変な筋力 •体力を要すると思われます。
こうして大変な労力をはらわれ、大切に育てら
れたお野菜を私たちは食卓で戴いているのです
ね。　来年、また皆でまほろば仁木農園に行き
ましょうね。
　今回も、素晴らしいひと時を過ごす事ができ
ました。感謝です。
　皆様、どうぞお元気で。またお会いできる日
を心より楽しみにいたしております。

から抜いて行きます。この柵を抜く作業、
一定のリズムですると、足と腕の良い運
動になりますね。なので、調子良く抜く
事ができました。(翌日は少し筋肉痛にな
りました。もっと鍛えないと。。。)
　あとは、抜いた柵を 20 本ずつ紐でし
ばっていきます。池田さんがすでに 10本
ずつ数えてまとめていたのを知らずに、
全部集めてしまいました。スミマセン。
共同作業にはコミュニケーションが大事
ですね。
　これを終えると、ナスが植えられてい
たところは何もなくなり、作業を終えた
達成感が得られ、満足 !
　奥様が作業を止められ、「奇麗に片付いたね」
と言いに来て下さり、本当に嬉しかったです。
その後は、すでに収穫されたカボチャ (栗丹瓜 )
を自動回転ブラシで磨いていきます (社長と記
念撮影 )。
　お店にならんでいるカボチャがあれほどピカ
ピカなのは、こうして磨かれているからだった
のですね !
　磨かれた後のカボチャは黒光りして、出荷を
待っていましたよ。既に食べていただけたで
しょうか ?　少ししか作業が進んでないのに、
時が経つのは早いですね。
　楽しいひと時、優しいご夫妻の対応に、別れ
の時はとても悲しいです。
　戴いたお野菜は、味噌炒め、煮浸し、煮物、
みそ汁としていただきました。大根はふろふき
に。どれも新鮮で甘味があって、美味しかった
です。
　本当にたくさんのお野菜を下さり、ありがと
うございました。
　奥様が「食べた事ある ? 生で食べてもみそ
汁に入れても美味しいのよ」と下さったレッド
• マスタードの葉。初めて食べました。少しピ
リッとした美味しい刺激に感動 ! 甘い生の白菜
とともに千切りにして、箸休めに。広島から来
てくれた母と姉とともに食べました。二人とも、
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かわいファーム

川合 浩平

「女心と秋の空」

なんて言います

が、最近の天気を

見ていると女心に

恐怖を覚えるカワ

イです！

皆さんいかがお過

ごしでしょうか？

もうワタクシね、

女心（秋の空）と寒さでブルブルです !!

けど今年は暖かいですよね、雪も遅いし。

ここ最近は手稲山には常に雪が降っているの

で、見るからに寒いのです。

手がかじかんで

鼻水垂らしてい

ます・・・　ぐ

わし！

そ ん な こ ん な

で、 後 55 回 く

らい寝たら 2019

年ですね。

めっちゃもうす

ぐです。

すぐと言えばオ

リンピック。

しかし色々と問題もありますね。

2020 年問題とか、20XX 年問題とかで色々騒が

れています。

ちょっと書き出してみたいと思います。

2020 年問題

オリンピック終了とともに東京の人口もピーク

を迎え、選手村も売り出され供給過多になるこ

とから、マンション等の資産の暴落もささやか

れる。

全雇用者のの 45 ～ 54 歳の団塊世代 Jr、バブ

ル世代のポスト不足。

高齢化率が 30％を超え、出生数の 2 倍の死亡

者数となる多死社会の到来。

個人的には、オリンピック組織委員会の役員は

高給だったり湯水のごとく予算を使うのに、地

方から飛行機で来るボランティアさんにも交通

費や宿泊費をまったく払わない方針は疑問。

組織委員会は記念メダルを渡せるように調整中

とのことですが、ソコなの？と思わずツッコミ

たいところあり過ぎです。

それも含めて、個

人的には最終的に

オンピック予算が

どこまで膨らむの

か気になります。

「見積って意味

知ってる？」と、

オリンピックを見

ないで「自分はも

う死ぬ」と豪語し

ていた組織委員会

のカイチョーさん

に聞いてみたいも

のです。

2025 年問題

社会保障費の急増が見込まれています。
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2025 年には団塊の世代の 650 万人が 75 歳以上

となり、合計 2200 万人以上が 75 歳以上の大き

な塊ができます。

国民の 5 人に 1 人が 65 歳以上、3 人に 1 人が

75 歳以上という、超高齢化社会になります。

今まで働いて支えていた世代が支えられる方に

回る事になり、医療や特に介護の現場では、人

手不足が顕著に現れそうです。

今と同じ質のサー

ビスが受けるため

には、とても大き

な負担を強いられ

ることになるかも

しれません。

2040 年問題

団塊世代 Jr も 75

歳以上になり、団

塊の世代に至って

は 90 歳 以 上 に な

り、日本の高齢者

が一番多い年だそうです。

現役世代で 3 人で 2 人の老人を養っていかない

といけない時代です。

消滅都市でてくるという、一時すごく話題に

なったショッキングな 2040 年です。

これから日本の政策は、移民まではいきません

が労働力として外国人の方々にどんどん来ても

らおうと思っているみたいです。

地方の農家でも研修生の名目で、奴隷みたいな

働きをさせられる場合もあるとかないとかで、

国連から技能実習制度が奴隷状態だと是正勧告

が来たのは記憶に新しいと思います。

しかし大前提として、外国の方達に来ていただ

くには、日本という国が住んでみたいと思える

魅力的な国でなければなりません。

これからの日本、いつまで世界の中で魅力ある

国でいられるかが、この政策のカギとなります

ね。

2045 年問題

今はやりの人工知能（AI) が人間を超えるとい

う可能性があるという問題です。

いわゆる昔見た、ターミネーターの世界に近く

なってきます。

余談ですが地球を維持していく合理的な判断

で、人間を排除するのは理にかなっていると思

います。

そして、AI がさら

に優れている AI

を作っていくらし

いです。

その頃にはいよい

よ空を飛んでいる

のでしょうか？

2112 年問題

9 月 3 日に「ドラ

えもん」が生まれ

たそうです。

その頃の日本はす

べての問題を乗り越えて、あんなに平和なので

しょうか？

こんな暗い日本の予想ばかりで、日本は幸せな

気がしない・・・です・・・ね・・・

※番外編

2015 年問題

映画「バックトゥーザフューチャー」の未来は

2015 年でした。

スケボーは飛ばなかったですが、スマホやテレ

ビは予想に近くなってます。

映画が作られたのは 1985 年時点で、当時の想

像した未来なんてほどほどしか当たらなかった

ですね。笑

ちなみに「ドラえもん」の連載が始まったのは

1970 年です。

藤子不二雄さんの方が技術の進歩が遅いと考え

ていたようですね。
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まあ、未来予想図は当たるも当たらぬもこれか

らの行動次第なので、あまり心配し過ぎる必要

はないのかもしれません。

けど、2025 年問題などの人口の問題は間違い

なく来る問題ですので、今のうちに出来ること

を備えておくことは必要ですね。

しかし、差し迫った問題は何でしょう？

冬が来るんです！

話は最初に戻りまし

たが・・・笑

今年こそはどうして

もやりたかった、冬が

来る前にどうしても

やりたいことがあり

ました！

そして、やるならもう

今しかないと 21 日に

思い付き Facebook で

告知をし、28 日に「か

わいふぁーむの収穫

祭」をやりました！

やるぞと思いついた 1

週間前は暖かかった

のですが、当日の 28

日は普通に寒くて午

前午後も収獲を始ま

る時は雨、朝はあられも降ってきました・・・

笑

イベントの内容は午前・午後各 1 時間強のプロ

グラムでキャベツ、白菜、カブ、人参、大根、

セロリを収獲してもらい、収獲済みのコマツナ、

ミズナ、ルッコラ、ビーツ、ケールジャガイモ

2種を差し上げるという大判振る舞い。

そして、焼きいもをやりピーマン丸焼きを食べ

てもらったのでした。

これでなんと 3000 円の鼻血ブーな大出血サー

ビスなイベントでした。

告知は Facebook のみだったのにもかかわらず、

結局お初の人も常連さんも含めて子供含めて

50 人弱の人たちが来てくれました

世話焼きの優しい方々が見かねてヤキイモ焼い

てくれたり、色々準備を手伝ってくれた人がい

たからいいものの、やはり一人では手が回りま

せん。

イベントでの一人は、と

てもしんどい・・・。

終わった後は、「あしたの

ジョー」よろしく真っ白

に燃え尽きていたのは言

うまでもありません笑

振り返ってみると反省点

はいくらでもあるのです

が、まず「かわいふぁ～

むの収穫祭」を開催でき

たことがなによりでした。

出来れば来年はもっと負

担を軽くして、月 2 回く

らいのペースで出来たら

いいなあと思っています

来年は参加お待ちしてお

ります！

Facebook のかわいふぁ～むページでイベント

を立ち上げりますので、確認のほど宜しくお願

い致します。

では、また来月お会いしましょう！

かわいふぁ～む YASAIBACCA　カワイ


