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▼著者プロフィール 

三原昌代（みはらまさよ）  

中国山地の山間農園 農家＆茶人 

鳥取市出身。  

自転⾞屋の⻑⼥として大切に育てられるも、スクスクと成⻑したことが

悩みになり、反抗期にグレル 。  

短大卒業後、県庁や保険会社の事務職をなどの仕事を転々。 

そうして辿りついたのが現職である。  



周囲が認める「一切妥協しない性格」が奏功し、現在は約 10 ヘクタール

で米、とうもろこしや安納芋等の野菜を育てる。  

また、人とのつながりを大切にしながら、マルシェや店舗での委託販売

など販路を拡大。 

さらには飲食店、 個人への直販も行いながら、今日も多くの人に美味し

い食べ物を届けている。  

 

 

 

 

 

 



 

こんにちは!   岡山の農業⼥子の「三原」といいます！ 

＊写真はワタクシのトウモロコシ収穫の様子です。  

早朝に収穫すると甘いので朝の６時ころからガンバっています。 

◆ヒマワリしか育てたことないワタクシです〜 

人間「慣れ」というのはオソロシイもので、  

最初のころは「キャー」「気持ち悪いー」「変な虫がいるー」などと、いつ



も叫んでいたワタシも、農業をしているうちに「楽しい！」「もっとやり

たい！」という気持ちになってくるから農業って不思議です。 

周囲から『何も知らない⼥性がいきなり農業で生活していくのは無理だ』

とよく言われました。 

確かに、お店に野菜を持って行ってもなかなか売れず、あっという間に

崖っぷちに立たされました。 

このままでは、借金だけを背負って倒産！ 

というところまで追い詰められた時、ふっと、気が付きました。 

発想を逆転させよう、と。 

『⼥性には無理』と言われるということは、『⼥性だからこそ出来ること

がある』ということではないか。 

また、『何も知らない』と言われるということは、何も知らない『素人の

消費者だからこそわかることがある』ということではないか」と・・・ 

 



 

◆農業ワタシ流？ 

『農業と向き合う女子！農業女子』  

これ、かっこいい見出しですよね。誰がつけてのかって？ワタシ自身で

す。 

ちまたでは、様々な「ガールズ農場」が大人気ですよね。 



確かに 私は「農業と向き合う女子」に間違いはありませんが、  

正確に言うと主に「力仕事」以外の農業に向き合ってる「女子」ですね 

力仕事は、男性陣にお任せ♪ 

ワタシはもっぱら「頭脳労働」と、「草むしり・虫取り・間引き・収

穫・・・」 

と、力仕事はないのですが、こちらのほ

うが、いくらでも細かい仕事があって、

やることがいっぱいなのです。 

そして、ワタシは、うちの農業経営をい

かに時代の流れに[楽しく乗せるか]を考えている「経営者」でもあるので

す。エヘン。（草むしり・虫取り担当ですが） 

どんな仕事でも楽しくなくちゃ効率が上がりませんよね！ 



特に、農業のような「肉体労働＋年中無休の生活」には人としての喜び・

楽しみ・感動がなければやっていられません。 と思うのは私だけでし

ょうか？ 

私は、「生まれてきてよかった！本当に楽しかった！もう何にも悔いはな

い」そういって、世を去りたいと思っています。 

でも、これが難しいんでしょうねえ。 

うまくいくかなー。練習できないしなー。 

こればかりは・・・ 

また、せめて当農園に関わる人・動植物を愛する生き方をしていきた

い！ 

そんなふうにも考えています。 



だから、時に規格外品となって実ってしまった作物でも、できる限り実

った喜びを味あわせてあげられるように心かけています。 

形が少々悪いブサイクちゃんでも味は変わらないのだから。 

人間だってそうですよー。。。 

見た目だけで判断しちゃだめですよ。 

お客様にも、感謝の心が失せないように、商品作りはもちろんの事「発

送」にも最善の注意を払う・・・ 

そこで初めてお客様に「感動」や『自然の恵みに対する感謝」を与えられ

るのではないでしょうか？ これが「農家人」に与えられているワタシの

使命だと思っております。 

 



 

◆人に頼むってむずかしい〜 

繁忙期だけにお手伝いしていただけるような方がいつも確保できるので

あればいいんですが、規模が拡大するにつれそういうわけにもいかなく

なり、常雇用の人が必要となってしまいます。 

こうして、はじめて人を雇ったのですが、こっちは生まれてこの方、人

から命令や指示はされたことはあっても、したことなんて全くない「指示

待ち人生」を送ってきたのですから、従業員の方々（ケッコー年配の方も

いますよー）と、どのように接したらよいのかわかりません。 



あれやこれやとテキパキ指示すると（そんなにテキパキとはいきません

が・・・）「⼥のくせに生意気だ」と、いわれそうですし、そうかといっ

て下手に出すぎるとナメられて（言葉が下品ですねー）しまいそうですも

のね。 

そしてほとんどの従業員さんは一生懸命頑張ってくれるのですが、中に

は「ちょっとアンタ、何考えてるのよ・・・」と、言いたくなるような人

もおりました。 

その人は、こう言っちゃなんですが、他の職場でも馴染めず、農業の現

場なら外でのびのびと働けるし、自由でのんびりできるかなと思ってウ

チに来たらしく、そんな感じがアリアリでした。 

こんなふうに「農業はのんびりしている」

と、一方的に大きな勘違いをして農業へ流れてく

る人が結構いるみたいですが、それは大きな間違

いです！ 



農業は、忙しい時には休みもなく、早朝から日暮れまでの重労働。 

荒れた天気もなんのその、いいものを作って、それが無事売れて、初め

てお金がもらえるというとてもシビアな仕事なのですよ。 

まさに「雨ニモマケズ、風ニモ負ケズ・・・」の世界なのです。そんなこ

とがわかっていない甘い考えの人にはムリなのです！（自分もそうだった

くせにエラソーにね） 

ちょっとグチが並んじゃいましたが、人を雇ってみて初めてその難しさ

がわかりました。  

「人を使うということは、使われるということ」などと、昔から言います

がホント、そうですねー。 

 



 

◆農業と異常気象の関係はいかに？ 

温暖化の影響か、ここ 5〜6 年気候がおかしいのは、農家でなくてもみな

さんも気づいていると思いますが特にこのところ 2〜3 年は、異常な気が

します。 

とんでもなく暑かったり、雨がずっと降り続いたり。これからも異常気

象は続くでしょうから、生産量が不安定になりがちでしょう。 



今でも野菜が高いと言っていますが、これが当たり前になる日は近いで

しょうね。 

ところで、みなさんは郵便局のふるさとギフトをご存知ですか？ 

 

そう、あの郵便局に置いてある農産物などのチラシ。あれがそうです。 

誰があんなの買うの？  なんてアナタ思ってるでしょ？ 

それが年配の方を中心に結構爆買いされるんですよ。（郵便局員が自爆覚

悟で売り込んでいるという噂も？） 

爆注文が来るカモ！ということで、地元の郵便局に勧められて、当農園

でも始めたトウモロコシの栽培。 



しかし異常気象がワタシの淡い期待を木っ端みじんに吹き飛ばしたので

す。 

その日は、早朝から豪雨。天気予報でも空模様を見ても午前中もずっと

豪雨。昼からは、やっと晴れ間が見えたものの、寒気の影響のためか、

季節外れに「寒い」と感じる変な日でした。 

そして悲劇は突然襲ったのです。 

「鉄砲⽔ダぁ〜！」 

谷間に降り続いた雨が一気に集まり、大量の泥を含んだ褐色のかたまり

となって流れ出たのです。 

丹精込めて育てていたトウモロコシは大量の⽔に流されたり、泥に埋ま

ったりしてすべて全滅。 

泥だらけになって倒れ伏したトウモロコシたちを目の当たりにして、呆

然と立ち尽くすワタシの耳には、ひる山の山並みから吹き降ろす冷風に



混じって遠くからかすかな唄声が響いてきました。 カワイヤノ〜 カ

ワイヤノ〜 ・・・⺠謡って、悲しい響きがあるのですね・・・ 

 

 

 

 

 



 

◆農産物はいつもできるとは限らない・・・ 

農産物の需給は、どうしても気候、季節に左右されます。 

毎年・毎日、コンスタントに生産されるとは限らないので工業とはぜん

ぜん違います。 

農業製品や林業製品は工業製品に比べて安定生産という面で著しく不利

な状況にあります。 



そりゃ、今注目されているような「野菜工場」というようなもので、屋内

で⽔耕栽培などすればある程度の安定供給も可能でしょうが、やはり大

地に種をまき、土の養分と太陽の光をたっ

ぷりと吸収させなければ、本物の米や野菜

はできません。 

もやしじゃないんですから。  

また、耕地の広さで決まる収穫量以上には農作物を生産することもでき

ません。 

でも、農業からうまれる食料は人間の命を維持していくのに絶対不可欠

です。人間食べることが基本。 

人によっては、もう、食べることがすべて！なんて人もいますよね。 

ある意味そんな人は基本に忠実な人ともいえるのでしょうかねえ。 

さて、品薄になるとどうしても野菜の値段が上がります。 



「高いぞ」と消費者からは文句も出ますが、高いからといって農家が儲か

っているかといえば、そうではないのです。 

 

売るだけの野菜が農家にないから、野菜が高いのですからね・・・ 

なんだか今回は小難しいことを並べて「うるさいオバサン」になってしま

いましたが、このことはみなさんにもぜひ覚えておいていただきたいの

です。 

 



 

◆とうもろこしが 1 万本足りない ！ 

⻑梅雨でお日様の顔をみない日々が続いた中国山地の山間地区。 

はりきって注文をたくさん受けたはいいけれど、出来が悪くて胃が痛く

なる毎日。 



日光があたらないととうもろこしは大きくならないのに、最盛期を過ぎ

ても天候は一向によくなる気配なし。 

注文の事を考えると、「夜逃げでもしようか？」と夫と相談する日々が続

いた悲しい記憶です。 

この年も梅雨時期までは、生育は順調でした。 

しかし、その後毎日のように雨に降られた時、ふと宮沢賢治が書いた童

話を思い出していました。 

 

それは、賢治が農業に専念した時期の日照りや冷害の体験をもとに、彼

の描く理想の農業を描いた物語「グスコーブドリの伝記」です。 

物語は、木こりの子として生まれたブドリが火山噴火による被害で職を

失い、農業に従事た時に農学者と出会い、様々な事や出来事に遭遇する



中で、冷害に喘ぐ人々を救う為に火山の噴火を試みるという内容のお話

です。 

宮沢賢治は、農学校に通う貧しい農家の子供らに、農業は素晴らしい芸

術だ等と言っていながら、自分自身は苦労のないサラリーマンとして暮

らしていることに負い目を感じて教師を辞めたそうです。 

農家の厳しさを知っている賢治だからこそ、この物語を書くことを思い

ついたのでしょうね。 

しかし賢治の生き方や考え方に共感したとこ

ろで、ワタシが直面しているとうもろこしが

1 万本も足りないという、このとんでもなく

深刻な現状はなにも変わらないのです。 

お客さまへのことわりの電話やお叱りの答えを考えると逃げ出したい気

持ちばかりが湧いてきます・・・ 



あーどうしよう。 

でも、どうにもならない・・・ 助けてー！グスコーブドリ・・・ 

 

◆見かけは立派な北海道のとうもろこし、でも・・・ 

悩みに悩み、考えに考えた末、苦肉の策として、足りない 1 万本を主人の

友人のケンちゃんに頼んで近所の⻘果市場から調達することにしまし

た。 



北海道産のとうもろこしを赤字覚悟で購入することにしたのです。 

会社では朝から電話でお客さんに謝りっぱなし。 

「申し訳ございません！」 

（あ〜あ、天気が悪かったものなあ〜・・・しかたないよな〜・・・←

ワタシの心の声） 

「中国山地の山間産は天候不順なので代替として北海道産を・・・」（こ

れが高かったんだよな〜・・・大赤字なんだよなあ〜・・・） 

でも、これが更なるクレームの種になったのです・・・。 

北海道産のとうもろこしが市場経由で手元

に届くのは最短でも 3 日。中国山地の山間産

だともちろん０日。 

そしてこれを箱に詰めて発送するとお客様



のもとに届くのは収穫してから５〜６日後ということになってしまった

のでした。 

この⻑旅は時間が経つと糖分が急になくなるとうもろこしには致命的な

のでした。 

事情を説明すると理解してくれるお客様もたくさんおられましたが、中

には謝ったとたんに「神様」で

あるお客様が「閻魔様」に変わ

っちゃう人もいましたよ。 

 

そんなに怒らなくても・・・と

いうお客様も結構いて、大いにへこんだワタシでした。 

グスン（涙目） 

カワイヤノ〜 カワイヤノ〜  



 

◆助けて〜大赤字の巻き・・・ 

本格的にトウモロコシの販売を始め、こんなに頑張ったワタシ。 

でも、お天気の神様はイジワルでした。なんとしてでもお客様にトウモ

ロコシを届けなくては！と、あせって北海道産のとうもろこしを市場経

由で高く仕入れた結果、苦情をいただいた上にふたを開けると大赤字で

した。 



「踏んだり蹴ったり」とはこのことです・・・ 

 実際に農業を始めるとその厳しさがよくわかりました。「農業はやるだけ

赤字」とまでも言われたりします。 

そして、 農業は基本的に博打だということも

身に染みてわかりました。 

豪雨や日照り、虫害に勝って実りを手に入れないといけない博打なので

す。お金も労力も、そして半年もの時間をもつぎ込む大博打なのです。 

そんなヤクザな世界（農家の皆さんゴメンナサイ）に、足を踏み入れてし

まったワタシ。 

でも、消費者はおいしくて安全な農産物を作ってくれる人を探してくれ

ます。 

そして、信頼をいただければ笑顔で購入していただけます。 



それを裏切らないための、作業が日々の労働の楽しみになることが最近

になってわかってきました。 

農業という、こんな辛い仕事は楽しまないと続きません。 

大赤字のワタシがこんなことを言うと負け惜しみに聞こえますかねえ。 

でも、心からそう思っているんですよ。 

 

 



◆ひるぜん農園設立（農業⼥子の誕生） 

初年度の不作、そして大赤字は、ワタシに一大決心をさせました。 

地元の農家とトウモロコシの出荷の約束をしていても、出来が悪い等の

言い訳ばかりで結局物が集まらない・・・ 

そして、北海道産は見かけは良いが味は今ひとつ。 



もうやるしかない。。。一心発起の三十路。 

自分で作ってやる・・・・・ 

農業の「の」字も知らないところからのスタートです！ 

バブル期にＯＬでブイブイいわせていたワタシが、ボディコンをツナギ

に着替え、エルメスのスカーフをＪＡのタオルに。フェラガモの靴を月

星の⻑靴にはき替えて畑に立ちました。 

まっすぐに前を見つめて広い高原の畑に立つ私を中国山地の山なみが温

かく見守ってくれていました。 

われながらちょっと、カッコいいかも・・・もちろん、この時は例の⺠

謡は聞こえてきませんでしたよ。 

前向きですよ、前向き。 

さぁ〜どうなることやら…  目標は大きく独り立ち・・・ 



 

 

 

 

 



 

◆質の良い農産物にこだわる 

農業⼥子一年生のワタシ。初めから張り切って、とうもろこしを 6 町も植

えたもんで超忙しい〜 

間引き時間もなかなかとれなくて、やっと間引いてみたらヤングコーン

だったりしてガックリ。 

間違って種まきしてしまったのですよねー。 



初歩的以前のミスでいやになっちゃいましたよ・・・ 

そんなヤングコーンですが、「格安でお分けます」とメールしたら、たく

さんの方に欲しい!!と言っていただき、 大好評頂きました。 

まさに「わざわい転じて・・・」というところで、こちらも気が楽になり

ました。 

ウチでは無農薬・有機栽培なので、雑草もたくさん生えてきますし、虫

との闘いは大変です。 

そこでワタシは農薬を使う代わりにアタマを使い

ました。 

一般的な栽培より早く植えつけして早く収穫するようにしました。 

こうすることで、虫の発生時期を避けるのです。おまけに、この方が味

も良くなるらしく、これぞホントの「虫のいい話」ですよねー。 



いわゆる作戦勝ち・・・。 

アタマは帽子をかぶるためにあるんじゃないですね。 

生きてるうちに使わないとね。（まあ、エラソーに・・・） 

こんなうまくいくことばかりだと農業は楽しいのですがね・・・ 

 

 

 

 



 

上の写真は、主人の友人でしゃきしゃきのキャベツで有名になったワキ

ダさんです（楽天で美味しいと約７０件ものレビューが入っています） 

剣道部の主将だったワキダさん、メンのもらいすぎで身⻑が 150ｃｍほ

どでとまったとのこと（笑） 

出来が悪かったら全部を廃棄するので、中々、手に入らないキャベツ生

産者です。 

廃棄すると損になると周りは心配しているのですが・・・・・ 



◆出会いの連続で広がった販売先      

地域の人に支えられ、ここまでやってこられました。地域に、出会いに、

そして実りに感謝。 

人、もの、金すべてないワタシ。 

そんなワタシが、どうやって販路を開拓し、理想とするビジネスを作り

出せばよいのでしょうか？ 

丁寧に丁寧に作っているワタシの作物は光り輝きます。 

（えっ？気のせいですって？） 

そんなに派手にＰＲしてないのに、なぜか売れます。（えっ？これも気の

せい？） 

そしてワタシのガンコな性格が農産物に反映されているそうです。（これ

って、ほめられてるの？） 

商売下手だけど謙虚なワタシ（自分で言うなよ）。 



周りの人が黙ってみていられないようで、売ってあげたい！と思ってし

まうそうです。（これって・・・） 

という感じで、どうやらワタシの知らないうちににワタシの農産物をみ

なさまに広めていただいて、今に至っているみたいです。 

感謝、感謝の毎日です〜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

◆虫にやられる 

トウモロコシの大敵と言えば「アワノメイガ」。 

怪獣みたいな名前でし

ょ。 

ホント、ワタシにとって



は怪獣みたいに怖いやつなのです。 

そしてもう一つの大敵が「カメムシ」。 

以前にも少し紹介したように、

大量発生の時期を外した栽培

も行ってますが、敵もさるも

の、生き抜くために全力投球

です。 

トウモロコシを間近で気を付けて見てみると、大量のカメムシがそこら

じゅうにいるではありませんか！ 

よく観察してみると、なにやら⻑い針のような管を差し込んでチュウチ

ュウ。 



カメムシのことをまじまじと見たのはこれが初めて。あー気持ち悪い。

何のためにこんなのがこの世に存在してワタシと同じ空気を吸っている

んだろう。コノヤロ！ 

そして、もしや！と思い、皮をむいてみると、嫌な予感は的中していま

した。 

やられた〜！！ここまでの被害になるとは。 

カメムシの事、完全にナメていました。 

コイツら！もう虫ではない。⻤だ！吸血⻤だ！ 

もしや約 1 万本すべてのトウモロコシにウヨウヨしているのでは・・・と、

背中に寒気が走る。 

そして、最も恐ろしい２文字が頭に浮かぶ。 

全滅・・・ 



こうなると出荷は無理です。 

仲間で焼きもろこしパーティーでもを開催するかしかないか？・・・な

んて冗談を言ってる場合じゃないのにねえ。 

いいかげんにしてくれ！と山に向かって遠ほえをしたくなる。 

カワイヤノ〜  カワイヤノ〜 

 

 

 



 

◆洪⽔にやられる 

突然の集中豪雨！ 

家から出られないほどの雨・・・ 

この前は日照りでやられたと思ったら、今度は毎日 雨・雨・

雨・・・・ 



「人生一寸先は闇」と言いますが、先日はやっと定植えを済ませた｢白い

とうもろこし、ピュアホワイト｣が集中豪雨被害を受け、全滅したばかり

なのに、続けざまに今度は１００年に一度の豪雨に襲われるなどとは全

く予想できぬことでした。 

梅雨の末期には集中豪雨になることが多いのは、ワタシもよく理解する

ところですが、恵みの雨も「適量」というものがありますよね。 

ずぶ濡れのタオルを力まかせに絞るように、最後の雨をふりしぼって、

力尽きたら、梅雨が明けるって感じですかねえ？・・・ 

農業って本当に大変。やっぱり博打かなあ。 

神頼みするだけです。 

合掌・・・ 

 

 

 



 

上の写真は、年に数万本のご注文をいただく私たちがとうもろこしの柄

をカットするに発明した機械です。 



 

作業を自動化、日本に１つの機械です。 

今までは鎌を使って危なかったのです。 

次男はあやまって鎌を手に・・・ 救急⾞で病院おくりになりました。 

合掌！ 

◆日本初とうもろこしカッター発明 

お盆の頃は、スタッフ総出で毎日 3,000 本程度のとうもろこしを早朝から

収穫します。 

不ぞろいの手でもいだとうもろこしの柄は⻑さもマチマチ。 



ところで、みなさん、とうもろこしの柄ってどこかわかります？ 

そうです、実の下の茎のところです。 

その柄を、鎌で切って見栄え良くするのですが、その作業だけでも 7 人

かかりで 4 時間もかかります。 

鎌をエイヤ！って振り回して切るから危ないってもんじゃありません。 

夏休みで手伝ってくれていた親思いの次男。手元がくるって、鎌で手を

切って大量出血。  

そのまま病院行きとなってしまいました・・・ 

「何とかならんかのー？」と、思い悩んでいたら、近所のダイコン農家が

使うダイコン葉切り機が目にとまりました。ダイコンの代わりにとうも

ろこしを乗せたらどうなるのだろう？試してみたらこれが結構イイ感じ。 

「必要は発明の⺟」とはよく言ったものです。 



これが、日本に 1 台、ワタシしかもっていないとうもろこしカッターの発

明のきっかけになったのでした。 

この道具のおかげで今までは 7 人かかっていた作業が 1 人でできるように

なったのです。 

「必要は発明の ハハ ハハ ハハハハハ・・・」 

高笑いも出ちゃう。 

文明の利器に支えられているワタシなのです〜 



 

▼主人が倒れる・脳梗塞だ〜 

夫が脳梗塞で入院しました。 

55 才。 

確かに、禁煙に成功してからは食事が美味しくて太ってきてたのは認め

ます。 



でも毎年の会社の健康診断でもなんの問題もないし、そこまで不摂生を

しているとは思えない。 

ワタシもちゃんと健康を気遣った食事も作っていたつもりです。 

お酒はほぼ毎日飲むけれど、缶ビール１本と焼酎か⽔割り１杯ぐらい。 

だから正直言うと、今でも「なんで？どーして？ほんとなの？」と思っ

てしまいます。 

お風呂からあがって下着をはこうとしたらふらついて倒れてしまいまし

た。  

救急⾞で運ばれて救急病院に直行。 

なんとか放物線を描いていた心電計が急にピーーーーーー。  

「うわっ！死んでしまった！」と思ったら、電気ショックで生き返る。 

あービックリした。 



でも、しゃべれない・・・  

歩けない・・・  

食べれない・・・  

息をするのがやっと・・・  だった主人。 

入院生活○年と○ヵ月。まわりも大変だったけど、本人が一番つらかっ

たでしょうね。 

後遺症が残ったけれどなんとか一命を取りとめて、今は毎日リハビリに

励んでいます。 

生きてくれてアリガトウ・・・大粒の涙。 



 

◆⻑男が手伝いはじめる 

ずっと夫婦二人で営んできた農園ですが、主人が脳梗塞で倒れ、その後

も不自由な生活となってしまいました。 

それからは、「おいしくて安全な農作物を作りたい」

との一心で続けてきた夫婦の思いを、私一人で背



負って頑張ってきました。 

そんな中、今年の功労者は何といっても⻑男でした。 

一人で頑張っているワタシの姿を見ていてくれたのでしょう。 

大学卒業と同時に家業を手伝うと言ってくれたのです。 

すごい暑さの中、重い草を一輪⾞で何度も軽トラまで運んでくれたり、

トウモロコシの草取り、土寄せなど、ほんとによく働いてくれた。鍬を

使う慣れない作業で、まめが潰れた彼の手を思い出します。 

でも、文句も言わずにいつだって頑張ってくれた。 

疲れて果てて、土の上に倒れて空を仰いだ彼の眼には、農園の未来が見

えていたのでしょうか・・・ 

両親が農業で働く姿を見て育った彼。 

今のところ将来農業をやりたいと希望していることが嬉しい。体を大切



に。諸先輩方の指導をいただきながら、地域の皆様に愛される農家を目

指して欲しいと心から願わずにはいられません。 

⻑男に金メダル！！！ 

 

 

 



 

◆無農薬野菜はみんな好き・でも作るのはチョー大変・・・ 

ワタシ、勉強しました。 

日本では有機農業や無農薬農業はぶっちゃけ、言うほどは普及していま

せん。 

一方、EU 諸国では有機農業や無農薬農業はかなり普及しています。 

この差の原因は、気温と降⽔量です。 



日本は温暖多雨のため、雑草・害虫・病原体の活動が盛んになるので、

売り物になる作物を作るためには農薬に頼らざるを得ないということに

なるのです。 

でも、どうしても無農薬でなければ嫌だという方は、真夏の炎天下、一

日中草むしりをすればよくわかります。 

この作業には作物のために「命をささげる」くらいの覚悟がいります。  

「農業は 心がけより 命がけ・・・」なんて標語ができちゃいそうで

すよ。ホント。 

米作りを例にしましょう。 

まずは初っぱなの苗作りのときから、毒毒しい⻘い農薬プールにどっぷ

りと漬け、消毒をします。スタートの時点から農薬漬けなんです・・・ 

これだけではありません。 



田植えをしてから除草剤を最低でも 2 回。

除草剤を撒くと田んぼに入って草取りを

する必要がなくなり、人間は大変楽なん

です。 

でも除草剤をまいた後の田んぼは、カエルも虫たちも皆死んでしまいま

す。ゲロゲロー・・・ 

そして、害虫駆除の農薬散布。。。すでに田んぼの中は農薬だらけで、

虫たちは当然全滅。めだかもアメンボもいなくなるわけです。 

こうして農薬まみれだけれど、見た目だけは

きれいなコメが実り、人間だけがそのお米を

食べるのです。 

欲張りな人間だけが実りを独り占め。これって正しい姿でしょうか？ 



本来は虫や鳥たちにも少しはおすそ分けをするのが本当の作物の姿だと

ワタシは思います。（とはいえ、虫を見たら正直コノヤロー！となるので

すが・・・） 

ワタシは、毎日のように畑を見回り、農薬を使わないよう、心がけてい

ます。 

もちろん、害虫駆除のため、葉のうらまでチェックしています。 

虫がいないことを願って。 

でも、虫を獲るには虫に出会わなくてはなりません。でも会いたくはあ

りません。でも会わなくては・・・  

こんなジレンマに悩まされる虫は無視できな

い存在なんですー。なんちゃって。 

無農薬にするには、土づくりから、真剣に取り組まなければならなくな

りますので、費用も労力も半端ないものになります。 



また、無農薬栽培では大量生産が難しいため、効率の良い農業経営を行

のは大変です。 

無農薬栽培の基本はやっぱり除草。今日もこれから畑に出勤です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

◆悲しい出来すぎ野菜たち 

今回はちょっと固いお話ですよ。 

豊作のためにキャベツや大根の価格が下落し、農家が自らが育てた野菜

をトラクターなどで踏みにじって廃棄しているニュースをみなさん観た

ことがありますよね。 

野菜の安値が原因なのですが、悲しい話ですよね。 



たとえば、キャベツは廃棄するとわずかですが一定のお金が政府や農協

によって補償されます。 

手間暇かけて出荷しても儲からないとなれば、廃棄したほうがマシとい

うことになるわけですが、やっぱり何か変ですよねえ、こんなの。 

たしかに経済計算上ではそうなりますが、キャベツやレタスが踏みにじ

られるように廃棄される映像を見ていると、廃棄しているのは野菜だけ

ではないことに気が付きます。 

いや、気づかなければおかしいのです。 

何が廃棄されているのか。 

「食べ物を大事にするという心」「労働に対する誇り」などが、間違いな

く廃棄されているように思います。 

この映像を子どもたちに見せながら、食べ物を大事にしましょうとか、

働くことの大切さを説くことはできないでしょう。 



つまり社会の大切な価値観を廃棄しているのです。 

そして、日本による食料の輸入は、必ずどこかの国の飢餓につながって

いるはずです。 

物を大切にしてきた日本の文化。日本人の美徳。 

大切にしなくては・・・と、思います。 

悲しい出来すぎ野菜たち・・・カワイヤノ〜 カワイヤノ〜  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

岡山県でも有数の豪雪地区に中国山地の山間にひるぜん農園はありま

す。 

なんせスキー場が３つもあるのです。 

気候は北海道なみ。。。。。。 

こんな地域なので、寒暖の差が大きくおいしい農産物ができます。 



雪かきはとっても大変ですが・・・ 

◆冬も休めません・・・ 

暖かいと思っていたら、いっきに冬がやってきました。目が覚めたらド

カ雪でした。 

夏にたくさん雨が降ったのだから雪は少ないのではないかと思ってまし

たが。。。あるところにはあるものですねー（お金みたい・・・） 

昨夜も雪が降り、積もるかな？とは思っていたのですが、1 メートル近く

もありますよ。 玄関先には雪の山。

 

 



突然ですが、これまでお読みいただきましてありがとうございます。 

 

なにやら文章が支離滅裂的になって来ましたので、ここらで筆をおき、

後は楽天のブログに記載しようと思います。 

当園の楽天ページ、左上のコーナーから入れますので 

引きつづきよろしくお願いします。 ＊書評は掲示板にでも書き込んで

いただければ幸いです。 

 



 

 

終り 

 

 

 


