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まるごと館は 6 月 6 日
でオープンして 4 年にな
ります。
この間、順風満帆という
わけではなかったのです
が、困った時、本当に多
くの方々に多方面に渡り
助けていただき、今日ま
で続けて来られたのだと
思います。
今まで何度も書いたので
すが、ひととひとが集え､
つながることが出来たら

(2013.5.19 春のまるごと市)

生産者の方々､立ち上げから応援し
て下さっている方々、パソコン、絵
手紙、味噌作り､ぬか床、布ぞうり･･･
等の講師の方々に参加者の皆様、ご
嬉しい。交われたら楽しい。ひとが 近所の方々ありがとうございます。
集まれば、色んなことが学べるし、
とりあえずは次の 5 周年を迎える
何かある。その場作りは、忙しくて ことができるよう､取り組みが出来
も身体が不思議と動きます。
たらと思います。今後ともまるごと
いつもお世話になっている野菜
館をよろしくお願い致します。
んとかもちました。今回から 9 時
開始となりましたが､早くから多
くｂ
くの方が来ら
れ、12 時には
売りきれるも
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けなかったで
又は、八幡まるごと館で検索して下さい
す。フリーマ
●
ーケットは 9
八幡まるごと館は街行く人のだれもが自由に立ち寄れる
店で、顔なじ
“地域サロン”です。休館日は毎週火曜日と土･日午後です。
みの方が多か
大盛況でした
雨の心配があったのですが、な

ったです。お忙しいところ、まる
ごと館のためにご出店いただき感
謝申し上げます。ありがとうござ
いました。
知っていただく･参加していただく
年 2 回春・秋にまるごと市を開
きます。楽しみながら、まるごと館
のことを知っていただく。参加して

おいしいお米作りをめざし
私は市内で約１ha の田を所有
し、米作りに励んでおります。
現在、田植え前の準備中でトラ
クターで肥料を散布しながら田
んぼの整地をしています。また、
苗作りの最中で、良い苗を作るた
めに、種もみを厳しく選別したも
のを苗箱に薄く蒔くことにより、
一本一本の苗をたくましく元気
に育てるよう心がけています。苗
の品種は、｢にこまる｣と「ヒノヒ
カリ」の 2 種類で、最近山城地方
でも多く栽培されているおいし
いお米です。
これからの行程
６月初旬に田植えが始まりま

いただく。まるごと館はひとりの力
では進められません。いつも支えて
下さっている方々で成り立ってい
る、と思います。どうぞご参加下さ
い。又、市の売上げは､まるごと
館の運営費用や設備整備にあてて
います。初めは何も揃っていません
でしたから｡ご協力お願い致します｡
又、

す。私は田植えの際には苗と苗との
株間を出来るだけ広く取り、また植
付け本数も少なくすることにより、
苗に太陽の日の光を多く吸収させ、
根張をよくし倒伏しにくい丈夫な
稲を育てるようにしています。
７月に入ると稲の分別が始まり
ます。茎数が過剰にならないように

い品質とおいしい食味米を作るた
めに刈取り時期は早くても遅くて
もダメで適期の収穫を心がけてい
ます。
収穫が終わると今度は土作りの
ため生ワラやモミガラ、米ヌカな
どの他に地力アップ用の肥料を散
布しながら、トラクターで耕し土
に酸素と栄養を与えます。
近年の米作りは、ほとんどの作
業が機械化により以前に比べると
人手もかからず、労力は大変楽に
なった反面、機械等の維持管理に
相当な費用がかかり、毎年赤字経
営ですが、それも承知の上で健康
維持とともに自然を守りながら、何よ
りも消費者の皆さんに安心して食べ
ていただけるおいしい米作りが楽し
みで日々ガンバッテいます。
八幡まるごと館 ６月・７月の予定
(文
田中英夫さん)
＜パソコン教室＞ 基本的には毎週月曜日 10 時～12 時です
６月３日、10 日、17 日、24 日
パソコンを持って来て下さい。
参加費用 300 円(コーヒーつき)

田の水を落とし
て、生育調整のた
め中干しをします。
終了すると出穂
の時期を迎え、そ
れに必要な穂水を確保しながら、
８月中旬にはおおむね穂が出そろ
います。
気を付けていること
近年の異常気象の影響などで温
度の高い日が続くと高温障害が発
生し、米の品質低下を招きますの
で、刈取り期までの約２ヶ月間は、
水の管理が特に大事です。昼は水
を溜めて、夜に排水するなど、稲
を冷やす作業が大変です。
１０月に入ると刈取りが始まり
ます。刈取りにも適期があって良

<こんなことしました>
絵手紙講習会 5 月 8 日(水)

初めての人が多かった。講師の
森本玲子さんはまるごと館で販
売している季節の野菜や花を何
種類かテーブルに置かれました。
はじめは墨汁で描き、後で色を
つけました。なかなか思っている
色がでなくて何回も混ぜ合わせ
ました。最後には文章がなくても
絵だけで相手に届くものがある
と確信しました。右の絵を見てい てこれから月 1 回のペースで行ない
ただければわかりますよね。楽し ます。森本さんありがとうございま
い時でした。森本さんにお願いし した。今後ともよろしくお願いします。
よろしく
<あんなこと・こんなこと>
ばナスが収穫できそうで、楽しみ
＊今月の「まるごと館に関わって」 にされていた。以前、別の方が大
は田中英夫さんです。米作りに 根、ポール等を盗られたという話
＜布ぞうり講習会＞ 自作の布ぞうり履いてみませんか
かける田中さんの思いが伝わっ をされていて、さらに気持ちが痛
6 月 7 日(金)9 時 30 分～12 時
講師
盛田幸義さん
てきます。黒川さんも高温に対 みます。
する方法に触れておられました ＊今はまるごと館に助けられて生
<持ち物＞洋裁ハサミ・メジャー・布(手持ちの布、浴衣)…幅７～8 ㎝
が、かなりの手間と気持ちを注 活しています。オープンして３､
長さ１５０㎝くらいのを 20 本必要 参加費 400 円(資料込)
いでやっと、美味しいお米が出 4 ヶ月まではあまり人が来られ
<絵手紙講習会>
ちょっとゆったりしませんか。
来上がってくるのですね。
なくて､｢私は何やっているんだ
6 月 12 日(水)午後 1 時 30 分～ 特に持ち物は要りません。
＊もうひとつ畑の話題。朝畑に行
ろう｣っていつも思っていました
講師 森本玲子さん 参加費 450 円(コーヒーつき)
くと､ナスの苗が根こそぎなく
が､10 月の第 1 回のまるごと市
なっている。15 本もです。苗と 辺りから変わってきました。必要
＜ぬか床講習会＞ これからの夏野菜を漬物に！
言っても､愛情かけて手間暇か
とされるのは力になります。お世
６月１３日(木)10 時 30 分～13 時 30 分 ボールか鍋 エプロン
けて 1 ヶ月半ですから、かなり 話になっている多くの方に、感謝申
参加費 500 円(簡単な昼食をともにとります)
大きく育ち、もう１週間もすれ
し上げます｡ (うえたにじゅんこ)
講師 使い捨て時代を考える会より 安井富子さん、高橋佐知子さん

