
 

   ハイライト 

 小満・末候 5月31～6

月4日「麦秋至ばくしゅう 

いたる」「麦秋」の「秋」

は実りの季節という意

味。「麦秋」も同じ意味

で、旧暦4月の異称でも

ある。全体では、麦が熟

して収獲する頃という意

味になる。麦とは食料や

飼料用として栽培される

イネ科

の一・

二年草

で単に

麦と言

えば、

大麦と

小麦と

を区別

せずに示す場合が多い。

古くは秋に種を蒔いて、

翌年の初夏に収穫出来る

穀物は麦だけだったか

ら、ひときわ重要な作物

とされた。粉にして、麵

や饅頭にしたほか、他の

穀物や野菜と混ぜ炊きに

して食された。 この七

十二候を取り上げたのは

過去二回? まだ家の近く

に麦畑が有った頃で「麦

秋」の写真を掲載した

が、麦畑が無くなって久

しく、子供時代の記憶と

ウクライナのニュースだ

けになってしまった。 

 発行所 ファーム７７３ 

 ナナミ

ちゃんのお

宿周りも緑

濃くなり、

庭で咲く草

花もかわっ

ており、 

長期休業で

車のタイヤ

に踏まれる

ことも無

く、雑草と

花が伸び放

題で困って

います。 

 野菜作りは計画通りに

進まない。雨と日照り遅

霜に強風、病害虫に連作

障害など気を付けてはい

るのですが。友人から教

えてもらい始めたサツマ

イモ作り、昨年に続き安

納芋を作っており期待大

です。 

ナナミちゃんの農事通信 
山梨県北杜市明野町で「雨と風と太陽と」 

「土と人情」に囲まれた。ナナミ

ちゃんの「私、土の子」奮闘記 
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05.11猫の

好きな場所、

ハナと同じ場

所の野芝の上

でキキ太も。 

1 今、野菜畑は 

04.23朝のひと時 庭

先の野芝の上でハナ 

2 「ナナミちゃんのお宿」は? 

① 

↑ジャーマンアイリス ↑実生のエキナセア 

↑終わり近くのミヤコ 

ワスレ ↓石垣沿いのア

チコチに咲く松葉牡丹 

↑駐車スペースに広

がり咲く岩垂草。 

05.27撮影 

↓↘ツル豆は日々成長す

るので毎日収穫をする。 

↑05.13ナナミちゃんのお宿前

の畑、小雨でも絹サヤ収穫。 

→05.19

庭畑でス

ナップエン

ドウの収

獲、良い豆

サヤと自家

用に分け腰

にバケツ2

個を下げて

選別収穫を

するカカ。 

←05.19二年続きで玉ネギ

に病気が発生、早くに葉が枯

れて成長が出来ない↑奥の赤

玉ネギは病気も出ずに成長し

ているが。↓収穫したが玉ネ

ギは小さく、サラダ赤玉ネギ

はマズマズの出来です。 

↗05.19二回目のｻﾂﾏｲﾓ苗植え ↑苗植えの前に水遣り ↑わが家の安納芋苗 

①苗の根元から

葉を数枚取り 

②今回は苗20本を植え

た。一回目は14本。 ③苗の根と茎を寝かせ植える。 

② ③ 
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3 長ネギの移植 

 集めた喫煙具の内、日本では馴染みのない嗅ぎ煙草を入

れる「鼻煙壺」中国製など時代も色々、小さく素材や意匠

の面白さにひかれました。現在ネットは喫煙具として売ら

れているようです。写真↖左上から四角形獣骨に水牛の角

の蓋。赤いガラス小瓶で発掘品に似せた?肌が銀化。鹿角

か?山水画などが線彫り。山サンゴに似せた練り物?首飾

りで壺は金属製。右端は鯨骨にあぶな絵、土産品か。左下

は琥珀に魔除けのコウモリ柄を浮き彫り。両肩に猿の顔の

浮彫がある玉。金針桃色水晶。硝子製2点。 
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4 チョコッと骨董話し 

5 五月のお味  

 土が合ったの

か東京から移植

したフキがドン

ドン増え、おま

けにワラビもつ

いて来た。さら

に家の周りや畑

に移植して、わが家の季節の食材に

なった。フキの煮物に入れる具材

は、油揚げ・鶏肉・姫竹輪・結び昆

布・絹厚揚げ・椎茸に乾燥平茸な

ど、その日ある具材でカカは作って

います。「これ平茸だネ!」 

↑05.19甲斐駒ヶ岳もぼんやりと 

↑05.02家の周りはフキ増えてい

る ↑フキの中からワラビも採る 

①05.04フキの煮物は皮むきが一

手間、包丁刃を使って皮を剥く。 

③フキ煮物の具材は姫竹輪･油揚

げ･鶏肉で煮付けて。 

④フキの煮物は香り歯応え

旬の味、酒の肴にも最適。

一度に沢山作って常備菜に

もしています。 

②茹で上がったフキは、み

ずみずしく噛めばサクサク

と柔らく、色々な具材と相

性が良い。 

↑05.13玄関先で七

輪使ってじっくりとフ

キを煮て、フキの料理

二品を作ります。 

→この日の

フキ煮物に

は結び昆

布･姫竹輪

と絹厚揚げ 

→仕上げは

同時進行の

IH、キャラ

ブキが出来

上がる。 

↓大人の味 

 長ネギは夏にはソウメンな

どの薬味に、冬は鍋物などと

年中使う野菜、一年中栽培で

きるのも長ネギ。ネギ坊主を

採り種を蒔き苗を作り増やす

ネギと、1本植えて分結で４・

5本に増やすネギを育て、植え

る場所も少しづつ変え作り続

けています。 

↗ネギ坊主から長ネギ伸び

てネギ坊主になる!? 面白い 

↖05.19太いネギと細いネ

ギに選別、四月上旬から始めた

長ネギ移植、少し進めては休み

一カ月以上も過ぎてしまった。 

↑最後の二畝の移植も終わっ

た。↓種蒔き苗作りに移植は

繰り返し続ける作業、ネギ坊

主が出来るネギ、出来にくい

ネギの2種を作っている。 
↑05.19残っていた二畝に移

植、肥料を入れ長ネギを並べ

土を少し戻し、ワラをおく。 

↑細いネギはまとめて植えた 

③ 

① ② 

④ 



母屋二階から撮影  ↓林の中で原木の椎茸･平茸･ナメコを栽培中 ↓ 

      撮影:5月24日(曇) 
 母屋裏の林160坪の内、母

屋に近い桧やコナラを伐採

し、採光や通風を良くし緑の

移り変わりを、毎日見て暮ら

しています。今年、原木キノ

コは椎茸23本1000駒を打ち

込んだ。柿と栗に梅など苗木

も育ち、伐採後の傾斜地を畑

にして7年ほど、カカは狭い

段々畑に野菜を育て、楽しく

忙しい田舎暮らし。      

 わが家は茅が岳の裾野、標高が約

600mで三方を木々に囲まれた雑木林

の端にある。近くでキジが鳴き遠くに

カッコウの声を聞き、時々はモグラや

ヘビに遭遇する自然豊かな? 里山。撮

影日の9時は曇り気温23℃、22時

17℃と過ごしやすく。冬も晴れの日

が多く日差しで屋根を温め、その暖気

で全室床暖房をしているOMソーラー

と、薪ストーブで快適に暮らしていま

す。「ナナミちゃんのお宿」も同様の

快適生活OMソーラーシステム。  

②撮影 →林畑通路の左側は隣

地境でシラカシや向陽桜で日

陰に、この小さな区画にカボ

チャ苗5本を植えた。他に実

生のチリメンジソが沢山

出てきたので、今年も梅

干しの色着けに使いま

す。左右に写り込んでい

るのは甘柿と渋柿の枝

葉、野菜を育てられるの

も今だけです。 

7 庭畑の地図撮影5月24日 

➘林畑の周辺

の桜は、向陽

桜が大きくな

り見上げるよ

うに、ウコン

桜もだいぶ大

きくなった。 

③撮影 ↑05.24「ナ

ナミちゃんのお宿」岩

垂草の咲き始めた駐車

スペース奥の←夏椿も

咲き始めた。お宿は新型コロ

ナの影響で休業中です。 

6 林畑の地図 

野

菜

畑 

ブドウ棚 果樹 

自宅母屋 

手造 

小屋 

薪小屋 

車庫 

 山菜を色々育てている場所 

お宿休業中 

道路 

N 

原木キノコ置

開墾畑 

道路 

⑥撮影 

畑へ徒歩4分 ⇒ ⇒ 

↖林畑全体に家から花見が出来るよう枝垂桜、ウ

コン桜、御衣黄桜、御殿場桜、向陽桜、緋寒桜な

どを植えてある。2年前は毛虫が異常発生!! 今年

は見かけない↖山菜はフキ･タラ･山ウド･コゴミ･

コシアブラ･行者ニンニクが育っています。 

二階か

ら林畑

を写す

が桜の

枝葉

で、左

側の畑

は見え

ない。 

←05.27一番

大きく育った

里芋、他の里

芋は小さい。

収穫は・・・ 

↙④撮影 左端上

から多数の鬼百

合、アヤメが咲

き、出来の悪いア

スパラ畝。右のマ

ルチには小玉スイ

カの赤と黄が2本

づつ、次のマルチ

は玉ネギが少し、

右上は実生のパク

チー、右端にトマ

トフレームと絹サ

ヤの柵がある。 

⑥撮影 ↑左に隣接するお宿、母屋は

藪北茶の生垣に囲まれ、狭い野菜畑は

ブドウ棚の下だけ、奥にブルーベリー 

⑤撮影 ↑道沿いにアヤメや芝桜が咲

き、椿にミツバツツジが育ち畑は隠

れ、お宿屋根の左に雲かかる八ヶ岳

⑧撮影 ↑モロッコイン

ゲンが育っている。↖左

隣は西洋イチジクの下に

フキが密集し、母屋入り

口通路に接している。 

⑧撮影↑ブルーベリーを背にして通路右の

庭畑。右奥にフキやワラビと接してゴーヤ

2本、左隣のネットはキュウリが20本、

↑黄と緑のズッキーニ8本、左端がスナッ

プエンドウ柵。ブドウ棚にゴールドキウイ 

⑧撮影へ続く 
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↑04.02

カカトト

椎茸駒菌

1000駒

打ち込む 

この斜面に色々な山菜がある 

①撮影↙右の箱

は落ち葉と生ゴ

ミに野菜屑で堆

肥作り。←左の

ネットぞいにイ

ンゲン、中ほど

に昨年と同様に

里芋、右奥に根

生姜2種を植え

ました。 

⑦撮影 ↑こちらの区画は、山林を買っ

てカカトト二人で赤松を伐採し、根を

掘って開墾した最初の畑。手前にはフキ

とワラビ、通路左がブルーベリーで右に

狭い畑、母屋入り口にはイチジクが。 

⑧撮影両側のスナッ

プエンドウ柵に挟ま

れ、ピーマン3本と

万願寺唐辛子3本が

植えてある。 

↑道路入り口か

ら母屋玄関を。 



自宅へ徒歩4分  
農機具小屋   堆肥枠   

知人の畑   
Ａ点   

②   

⑫  

①   

B点   

8 畑の地図 撮影5月24日(曇) 

 北側用水路の木が枝を張り

出し、雨垂れ土跳ねと病害虫

に悩むが、防風林の役目もあ

り諦めています。西方向は南

アルプスに沿った鳳凰三山や

甲斐駒ケ岳を望み、眼下には

中央高速の須玉IC付近から長

坂方向が見渡せる眺望の良い

畑。赤土の畑も堆肥や肥料を

入れながら20年以上、徐々

に柔らかくなってきました。 

→① ↓左から甘柿甘柿･

栗・渋柿 ㋑ルバーブ4株  

㋺アスパラ ㋩大葉ニラ   

㋥苺 ㋭スナップエンドウ 

㋬コンニャク芋の気子 ㋣実

生ルッコラは伸び放題→カ

カはスナップエンドウの収

獲中、足元はイチゴ畝で左

の細い畝が大葉ニラ。 

↙柿や栗の木の

陰になる中途半

端な狭い区画、

色々な野菜を試

しています。 
B点から 西から

東方向を見る。

緩やかな上り勾

配で、左に用水

路沿いの樹木、

右の耕作放棄地

に挟まれた細長

い畑。手前には

野菜畝が広が

り、連作障害の

回避から作付け

は時々変わる。

奥に渋柿3本が

ある。 

←↑柵は立てず

にトンネル支柱

にツルを絡ませ

たゲンコツ芋。 

② 左上のﾌﾞﾙｰは苺のカラス除けﾈｯﾄ。土

留めの長ネギ、ﾏﾙﾁには島オクラ、隣の白

ネットにはレタス類で手前に唐辛子苗。 

③長ネギ畝②～③全部で7畝 ↖細ネギをま

とめて伏せ植え、その上の細長い所は長ネ

ギの種を蒔いてある。長ネギは通年栽培。 
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㋣ 

㋑ 

㋺ ㋩ ㊁ 
㋬ 

④農機具小屋前↖白ﾈｯﾄにｵｶﾋｼﾞｷ･ｻﾆｰﾚﾀｽ･ﾛ

ﾒｲﾝﾚﾀｽ･ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ･ｷｬﾍﾞﾂ、↖人参↖空豆 

 ⑤↑白ネットにブロッコリー。中央は空

区画。左の手前は赤玉ネギ、奥の白っぽい

のは病気で枯れた玉ネギ、二年連続不作。 

⑥ ↖育ちあがり茎も倒れたワケギ、手前のニンニクは病気で

不作、↑発芽はまだコンニャク芋畝、↖ゲンコツ芋↖ナス畝 

⑦03.24↑ジャガイモのキタアカリ８kg ア

ンデスレッド1㎏ 十勝こがね１kgを植えた。 

⑩ ↑パンダ豆を植える予

定の柵 コンニャク芋の気

子の畝↑ ↗渋柿3本 

⑧↑自家用保存のジャガイモ 

インカのめざめ等 ↖ ササゲ

豆1畝  グリーンビス柵↑ 

⑨ ↖オクラ「ダビデの星」畝、 

サツマイモの安納芋↗自家栽培の苗34本を植え

た。右端の玉ネギ手前はサラダ赤玉ネギ、奥の

白っぽいのは病気て葉枯れした玉ネギ↑。 

A点  

→クルミを

切り倒した

が、渋柿が

育ち甲斐

駒ヶ岳は見

えない。 

↘耕作放棄

地の草刈り

が大変に

なってきま

した。 

↓中長ナス苗10本と

長ナス苗5本を植え、

水遣りをするカカ。 

↗丸く太ったグ

リーンピース、

豆サヤが白い蝋

のような肌にな

れば完熟。 

㋭ 

↑05.19スナッ

プエンドウなどの

豆類も、連作障害

を避けるため作る

場所を移動した。 

 

↖茅が岳方向 

島オクラ 

レタス類 
ネギ坊主の出にくい長ネギ↓2本ネギ坊主出た! 

↙↓空豆の

茎は柔らか

く倒れ易い

間引きやヒ

モで固定。 

↓キタ

アカリ

の花 

⑦↓03.24ジャガイモのキタアカリ

←②レタス類と唐

辛子の苗植え畝 

←島オクラ畝 

←③長ネギ畝 

↙④ｵｶﾋｼﾞｷ･ｻﾆｰﾚﾀ

ｽ･ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ･ｷｬﾍﾞﾂ 

↑⑧のジャガイモ畝か

ら畑全体の展望。 

↓オク

ラのダ

ビデの

星発芽 

⑫ ↑白インゲン豆を植える予定の柵  

↗山ウドとミョウガに雑草が増えて手

に負えなくなってきた。  ↑隣地境界 


