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早川エコファームの活動情報は、

HP、Facebookページで更新中！

早川情報のチェックはこちらで♪
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▲いっぱい稲が刈れました︕

↑ ▲生き物いっぱい農園で草取り︕

第５回活動日では、暑い中生き物いっぱい農園の草刈りをしました。大人た
ちが鎌でパワフルに刈る中、子どもたちもセイタカアワダチソウを抜いてく
れました。午後には夏野菜の収穫をして、夕食で鉄板焼きにしました。余っ
た野菜はお土産にも！とれたてなので美味しかったです。
３日目は暑さを避けて、朝６時から作業！秋そばの種まきと、だいこんとに
んじんの種まきをしました。作業が終わる頃に雨が降り出したので、大きく
育つといいですね♪
夜にはヘルシー美里主催の「夜の森探検」プランに参加される方もおり、昼
とは違う早川の姿を楽しみました！

○第５回活動日　夏野菜収穫祭！ (8/10～ 12)

第６回活動日は、小雨がぱらつく中の作業になりました。まずは生き物いっ
ぱい農園で草刈りをしました。１ヶ月で大きく伸びた草を刈って、ナスやト
マトを救出しました。
次第に雨が強くなってきたので、体験ハウスで秋に向けての白菜とレタスの
苗作りもしました。なんと植えてくれた３日後には芽が出ていました！今後
の成長が楽しみですね。
午後は、品川＆早川交流バスツアー、早川北小学校の皆さんと田んぼで稲刈
りをしました。会員さんにもパワフルにお手伝いいただき、１時間で１面の
稲を刈ることができました！
３日目も朝から農作業をしました。今回は秋どれのジャガイモをいっぱい植
えました。１１月頃に収穫できる予定です。
雨に翻弄されましたが、楽しい３日間になりました。

○第６回活動日　稲刈りと秋野菜お世話 (9/7～ 9)

検 索 おばあちゃんたちの店

Facebook
「早川エコファーム＠
　おばあちゃんたちのお店-おばみせ-」

２０１８年

▲雨の中、茂倉うりを採りました♪



おばみせ便り

・入荷情報

・地域の方からのサポート

↑

▲農務事務所の方と一緒に畑の土壌採集をしました

〇事務局連絡
・地域活性化アグリビジネス推進事業に取り組み始めました。

・旅ラジ︕で早川町が紹介されました

▲わらを大きな束にする方法を習いました︕

栗やさつまいも、そして幻
の果物・ポポなどが入荷し
ています♪
これからの時季は、山のき
のこや千成瓜、西山いんげ
ん、きび・えごまなどの雑
穀類、白菜や、春菊、小松
菜、ほうれん草などの葉物
野菜が入荷する予定です。

田んぼで脱穀を終えた藁を
大きな束にする方法を、地
元のおばあちゃんに教えて
いただきました。
また、地元の方より秋野菜
の苗をいただきました。生
き物いっぱい農園に植えて
育てていこうと思います♪

アグリビジネスとはアグリカルチャー（農業）とビジネス（事業）を組み合わせた造語で、農業
に関係する幅広い経済活動全体を指していますが、この推進事業では、地域住民との話し合いに
より取り組むべき課題を明らかにし、農山村地域の資源を活かした産業振興を目指す取り組みを
実施します。　年６回のワークショップ(WS)を通じて、地域住民の方と話し合いながら事業計画
を作成する予定です。
第１回WSでは、早川での新たな産業として取り組んでみたいことを話し合い、「酒米を製造して
オリジナルブランドを作ろう」「大豆を大量に作って、集落全体で行なっていた伝統的な味噌作
りを復活させよう」「きびやえごまを作って、焼畑時代から続く雑穀文化を継承しよう」等、様
々な意見をがあがり、活発な議論が展開されました。
現在、峡南農務事務所にご協力いただいて、畑の土壌分析を実施中です。第２回WSではその結果
をもとに、何を作るのに適しているのか、何を補ったら成功しやすいのか等を考慮しながら、都
会の人、地域の人、自然がそれぞれ豊かになる事業を実施できるよう、検討を重ねていく予定で
す。

7月11日のNHK第１放送「旅ラジ！」に、早川町が登場しました。なんとヘル
シー美里から公開生放送！「早川のいいところ」をテーマに、早川北小学校の
全校生徒が参加したり、町民の皆さんが集まってくれて、賑やかな放送になり
ました。私達エコファームスタッフもお邪魔させていただきました。
この番組は日本全国の市町村を順番に回っており、早川町に移住してきた方が
番組にメールを出したことをきっかけに、今回の生放送に繋がりました。限ら
れた時間の中で、渾身の早川のいいところ自慢をしました！こうした放送をき
っかけに、早川町を訪れる人が１人でも増えることを期待します。

・かぼちゃの重さあてクイズ開催︕
「早川きのこ園」の早川正治さんは、いつも大人気の原木しいたけや、これか
らの季節は山のきのこをいっぱい入荷してくれます。
今回はなんと巨大なカボチャを持ってきてくれました！おば店店内で展示し、
「重さあてクイズ」を開催しました。１０００円以上お買い上げの方が応募で
き、予想が近かった方に総額１万円分のきのこを贈呈する予定です。おかげで
おば店の売上も上がり、盛り上がりました★
９/２８まで応募を受け付けていました。さて、皆様の予想は何キロでしょう
か…？



▲例年より２週間も早く栗拾い︕ ▲夏の活動日にはミニトマトも収穫しました★

生きものいっぱい
　　農園便り

〇農園ニュース

〇農園の仲間たち
・これからの作付け計画

・おば店でできる加工体験

会員の皆さんと一緒に植えた
作物や、農作業、農園の生き
物について紹介します！

・植え付け
白菜、じゃがいも、玉ねぎ、
にんにく、ほうれん草

・収穫
きゅうり、ナス、ピーマン、
ズッキーニ、オクラ

草刈りをすると、草むらから
たくさんの小さい虫たちが飛
び出すので、それを目当てに
無数のトンボが押し寄せてき
ます！
今の時期、大群で空を飛んで
いるのは「ウスバキトンボ」
という赤とんぼの仲間です。
他にも昼間はバッタやキリギ
リスの仲間が、夜になるとた
くさんのコオロギが秋のコン
サートをしています。

去年、試しに植えたところ成功したにんにくを、今年も作ります！エコファーム産のにんにく
を会員さんが黒にんにくに加工してくださり、おば店で販売しています。
また、秋野菜として白菜やレタス、ほうれん草を予定しています。
８月に植えた秋そばは、１０月が収穫期。夏そばと合わせて製粉し、イベント利用や店頭販売
をする予定です。

ヘルシー美里主催＆早川エコファーム共催の「さつまいも掘り＆
焼き芋プラン」「ゆずもぎとゆずジャムづくりプラン」が開催さ
れます。会員以外の方でも参加できますので、詳しくはヘルシー
美里のHPをご覧ください。
年末には正月飾りづくりもする予定です。皆様のお越しをお待ち
しています♪

無料バス活動日について…第２土曜日の前日(金曜日)～第２日曜日　　ご希望の方は、各回の開始10日前までにご連絡下さい。

検 索 ヘルシー美里

プランの詳細はこちら▼

〇農園の近況
各農園では、夏野菜の収穫が一段落し、秋野菜の準備が始まっています。白菜などの葉物や大
根、人参などの根菜類が中心になります。秋どれきゅうりや秋ナスはまだまだ元気。これから
も収穫できそうです！
★各活動日に、お野菜のお世話をします★
秋野菜の追肥や、まだまだ旺盛な雑草の草刈りがあります。皆様のお力をお待ちしています！

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

バス運行日 7日～９日 21～23日 12日～14日

体験内容
（予定）

稲刈り
栗収穫

サツマイモ収穫
秋じゃが植え付け

サツマイモ収穫
秋野菜お世話

夏野菜畑じまい
獣害ネット直し

秋そば収穫・脱穀
西山いんげん収穫

柿収穫
秋野菜収穫

加工・収穫体験 そば製粉、干しいも作り 干し柿作り、干しいも作り

月日
９月 １０月

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

バス運行日 ９日～１１日 ７日～９日

体験内容
（予定）

秋そば脱穀
大根収穫

大豆収穫
西山いんげん
収穫（種用）

秋ジャガイモ収穫 秋ジャガイモ収穫 白菜収穫
大根・白菜収穫
果樹剪定

加工・収穫体験

月日
１１月 １２月

そば脱穀、干し柿作り 豆類脱穀、正月飾りづくり



お問い合わせ先 
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合せください。  

NPO法人 早川エコファーム
事務局 「おばあちゃんたちの店」
＊毎週火曜定休日 お店︓土日・祝日営業

〒409 2704 山梨県南巨摩郡早川町大原野221
TEL:0556 48 2817 Mail︓info＠eco farm.or.jp
Web サイトをご覧ください:  http://eco-farm.or.jp/

●今後のスケジュール

2018年９月～1２月　作付けスケジュール

秋野菜のお世話・収穫と、干し柿や干しいものような保存
食品の加工体験を予定しています。
エコファームの活動はいつでも参加可能♪（定休日を除く）
おば店でのお買い物だけでなく、早川のディープなおすす
め観光情報もご案内しております！行きは早川観光の情
報収集に、帰りは早川エコファームで１～２時間農作業…
…なんて楽しみ方もあります!

皆さまのご参加、心よりお待ちしております。

事務局からひとこと

稲刈りが終わり、夏野菜が落ち着いてきて、畑
作業も一段落しつつあります。これからの活動
日では春に向けて落ち葉かき＆堆肥作りをした
り、１２月にはお正月飾りを作ったり、１月に
はどんど焼きも予定しています。
また、１１月に開催される町のお祭り「紅葉と
食祭り」にもエコファームとして出店する予定
です。お野菜と、軽食を出す予定です。１１月
の活動日では会員さんも一緒に出店できればと
考えています。
お祭りだけでなく、会員活動日にもぜひお越し
くださ～い。

月日 9月 10月 11月 12月
栽培品種名 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬
じゃがいも 種まき 草刈り 草刈り
ミニトマト
大根 種まき 草刈り 収穫 草刈り 草刈り 肥料・耕耘
レタス 苗植え 草刈り 草刈り 収穫 草刈り 肥料・耕耘
にんじん 草刈り 種まき 草刈り 草刈り 草刈り
そば(秋)
サツマイモ つる返し 収穫 草刈り 肥料・耕耘機
あけぼの大豆 草刈り 草刈り 乾燥 脱穀 肥料・耕耘
西山いんげん 草刈り 草刈り 草刈り 乾燥 脱穀 肥料・耕耘
きゅうり 草刈り
里芋 草刈り 草刈り 肥料・耕耘
白菜 苗植え 草刈り 草刈り 草刈り 草刈り
お米 脱穀
柿 草刈り
ブルーベリー 収穫 草刈り
玉ねぎ
にんにく

脱穀・唐箕

肥料・耕耘
肥料・耕耘

肥料・耕耘

肥料・耕耘

収穫

収穫・乾燥

収穫

収穫

収穫
収穫(種用)

植え付け
植え付け

収穫
収穫

収穫 干し柿づくり
刈り取り

種まき

▲秋ジャガイモ植えをする会員さん


