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おかげさまでこの通信も
今年の通信をもちまして
３７号となりました。
１９９２年平成４年に始
めたお便りを情報量の少
ない生活ながらお伝えし
てまいりました。
産直開始当初の２０年
ほど前、もちろんインター
ネットも農家産直も一般
化しておらず、どうしてよ
いやら迷いながらの開業
でした。
まずは農業を私どもな
りの作物に対する考え
方、自然とのかかわり

ことしもよろしくお願いいたします
2013 年平成も 25 年とな
りました。今年もこうして
北の国“富良野”よりお便
りさせて頂きます。
昨今の農業情勢も不安
な中、今まで営農できたこ
と。ひとえに作物をお買い
上げいただいているお客
様がおられること。
改めて感謝いたしており
ます。
この通信を書いている
少し前には「ＴＰＰ」参加が
政府から表明されたり、ま
た今年の 3 月は毎週のよ

うに北海道上空で低気圧
が急速に発達し大荒れの
天候となりました。
夜間に風雪が強まるこ
とが多く、朝方までヘッド
ランプとゴーグル装着で
ビニールハウスの雪おろ
し。春先の農作業の遅れ
に拍車をかけてしまいま
した。
この冬の北海道、真冬
日（一日中マイナス気温）
が 10 日以上多く、低温傾
向が雪解けを遅らせてい
ます。東京の桜の開花が
10 日以上早かったのと関

方、辛さや喜び、やりが

係もあるそうで、日本の
下半分の暖気が北日本
の寒気とぶつかって北上
する低気圧を急速に発達
させているそうです。
年前の好天で雪が少な
くこのままだったら春、楽
だなぁ～とそうは問屋は
卸しません・・・
今後の晴天を期待し
て、とにかく農業はコツコ
ツやるしかありませんか
ら地道に頑張ります。
今年の産直、アスパラ
に関してお願いをさせて
頂きます。何卒よろしくお
願いいたします。

い、北海道富良野という
ところ、できる限りお伝え
して作物とともに思いも
買っていただこうと思った
からです。
時代はインターネット通

「聞きなし」
初冬根雪になると山から

て楽しんだ、昔の人の風

コジュケイ ちょっと来い、

野鳥が下りてきます。「ぎ

流さに敬服。

ちょっと来い

ゃあ ぎゃあ」賑やかなカ
ケス、数羽でやってきて

販、ウェブサイトでお伝

時には「ニャー ニャー」と

えするのが流行り。あ

立木にネコが上っている

えて活字でお手元にお

のかと勘違いしそうです。

届けしたいと続けてお

その後 コガラやヒガラ、

ります。どうぞ今後とも
よろしくお願いいたしま
す

コノハズク 仏法僧
「聞きなし」野鳥のサエズ
リを人の言葉に置き換え
て覚えやすくしたもの。意
味のある短い文を当てて
真似るようにしたもの。

センダイムシクイ 焼酎一
杯ぐぃ～
ツバメ

土食って虫食っ

て渋い
ヒヨドリ

ヒーヨ、ヒーヨ

しじゅう・ごじゅうカラた

アカハラ カモン・カモン・

ホトトギス

ち。一番ちいさなコガラは

チュー

メジロ

ツビー ツビー と忙しそ

イカル

う。野鳥たちのサエズリは

日星（ツキヒホシ）/お菊

ホオジロ 一筆啓上仕り

特徴があって姿より先に

二十一（おきくにじゅうい

候

来訪を知らせます。チョッ

ち）

チョッ とアカゲラくん・・・

エナガ

昔から野鳥たちのサエズ

地ぃ踏んだぁ（ジィフンダ

リを人の言葉に置き換え

ァ、ジィフンダァ）

赤べこ着い/月

地ぃ踏んだぁ、

特許許可局

長兵衛、忠兵

衛、長忠兵衛
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ここにタイトルを入力

白いページ・・飲む・食べる
飲んだり食べたりの「食」を文

瞬に全身から霧消し、一滴

い海の果汁が口いっぱい

章に出来れば作家として一人

の光に化したような気がし

に広がる。

前なんて話を聞いたことがあ

てくる。

これを高級料亭のようにお

る。

ちょぼ口でやってはいけな
「食べる」～越前岬での松

大好きな「開高健」さんの著書

葉ガニ～

「白いページ」から少しご紹介

赤い大きな足をとりあげて
殻をパチンと割ると、なか

「飲む」～新潟県銀山湖畔での
名水～
ピリピリひきしまり、鋭く輝き、
“北海道の

磨きに磨かれ、一滴の暗い芯
に澄明さがたたえられている。

どまんなか

のどから腹へ急転直下、はら
わたの隅々までしみこむ。脂肪

ふらの。

からいよいよ肉が出てく
る。それは冷たいけれど白
く豊満で清淡なあぶらがと
ろりとのり、赤と白が霜降り

い。どんぶり鉢に一本づつ
落としていき、やがていっ
ぱいになったところで箸い
っぱいにはさみ、アア、ウン
といって大口あけて頬ばる
のである。これである。これ
でないといけない。超一流
品を車夫馬丁風にやる。

の繊鋭な模様となって虜に
刷かれてあり、肉をひと口
頬ばると甘い滋味が、冷た

のよどみや、蛋白の濁りが一

ことしの三月は大
荒れだった。

スノーマン

かわいらしい

雪男は

あたふた農民に
何思う

ゲーテの格言
中学だっか高校だったか、

表紙フェチ。 「ゲーテ格言

高校生になったら典型的な

集」・・・おやおや懐かし。マ

シラケ世代だったからきっと

イブームの村上春樹氏とと

ニキビ面の中学 3 年くらい

もに買って帰る。

だったか。ロマンチックにあ

いるとはいえない
・人生で重要なのは生きる
ことで、生きた結果ではな
い

こがれ、詩集や格言集なん

「ゲーテ」 ヨハン・ヴォルフ

かをしたり顔で眺めていた

ガング・フォン・ゲーテ。ドイ

のだろう。そのほとんどは読

ツの詩人、劇作家、小説

んでるフリ、フリのなかでも

家、哲学者、自然科学者、

・卑怯者は安全なときだけ

幼い思案の中でもスポンジ

政治家、法律家。

威たけ高になる

・涙と共に食べた人でなけ

・才能は一人で培われ、性

れば、人生の味はわから

格は世の荒波にもまれて

ない

形成される

だ。あまりにも広々した大型

・人間は努力しなければな

・革命前にはすべてが努力

書店でははなからご遠慮し

らないが、その故に失敗も

であった 革命後にはすべ

たいところだが、５ｍほど 4

するものだ

てが要求に変わった

に沁みこんだ「ゲーテ格言
集」。大型書店のない富良
野でも一番の書店で文庫本
の背表紙を眺めるのが好き

列くらいがちょうどいい。人
気・流行作家の平積みには
あまり興味がわかない。背

・恋人の欠点を美徳と思え
ないようなものは恋をして

・心が開いているとき、この
世は美しい
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２０１２年の手帳より昨年の通信以降の書付から
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4/29 大雪で低温だった

考えらることで至上の望み

6/5 朝 5 時からラジオ、ちょ

ころにはどうなるものかと

といえば”高額宝くじ当選”

いとイイ話に早朝から心を

思っていたが、驚くほど

あたりだろうが、それも健康

洗われる。その人なりの不

の融雪だった。まさに富

あってのこと。

幸を抱えながら明るく元気

良野にやってきて 20 年

に生きている姿がある。で

当初感じていた「同じ場

お金持ちに言わせると一億

所」とは思えない風景

持ったら二億欲しくなるもの

だ。数々の野鳥たちがや

らしいが、まったく実感がな

ってきてはわたっていく。

いのは悲しいやら幸福なの

ゆっくり風景とともに眺め

やらそれすら見えない領

味わいたいところだが、

域。～旭川の近くの農家で

この忙しさである。何の

大規模なダム用地に農地

ために自然豊かなここに

が売れ、数億円入った人が

やってきたのか、一番の

いて、どうしたかと言ったら

季節をあくせく暮らしてい

より条件の良い農地を入

る。何にせよ、働けるこ

手、大規模経営に成功して

と、仕事を持ち働ける身

いるらしい。土地の先輩に

体に恵まれて、他人から

「おまえならどうする？」っ

干渉されずマイペースで

て訊かれ「もう農家やらん

人としての血の通った心情

過ごせる幸せは他にな

で遊んでくらすべェ～」と言

が大事と考えつつも、平等

いこと。有難い。

われた。図星だ。

を第一とする。

注文書に「よろしくお願い

高級ギターをたくさん買い、

します。」「毎年楽しみに

ライブハウスでも建てる。シ

している」などありがた

ョッチュウ旅行だろうなぁ

く、励みになる。

～。

も本人当人はきっと辛いは
ず、苦しいはず、でもそれを
表に出さず、バネにして、
誇りにして。絶望を味わっ
た人間は奥が深く、フトコロ
が広く、芯が強くぶれない。
痛みがわかるので他人に
は優しい。己に厳しくとも肯
定力を強く持ちプライドをも
つ。他人に対して”人間だも
の！”を容認できて、己に
はマシンのように冷静。

マザーテレサ 愛の反対語
は 無関心
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6/21 あわてるな むかし

いように 便利は知恵の

だから生きているんだろ

はみんな あるいてた ～

敵 今日やらなくて良いこ

う。たくさんの賢者の名言

交通標語 人は自分が幸

とは明日にしよう

に感心するもわが身には

福であることを知らないか

当てはまるはずもない。
農で考えたことを指が使

華やかなりし成功者もさら

うのではなく、指が覚えた

なる欲に悩まされ、後追い

ことを脳で感じるのだ。

合戦。 何をどこで完結で

どんな時でも平常心でい

きるのか分からず一生終

られる人間なんて存在し

わるのなら、自身の刻む

ないだろう。しかし辛い経

時間でゆっくり歩くがい

験で強固な土台が出来、

い。少し遅れるくらいが良

揺らぐ幅は少なくなる。た

い。焦る気持ちを封じる大

だし、揺らいだ後の安心

らかさがあれば尚良い。

感や喜びは反比例。

希望などと大げさに思わ

感動がなくなれれば、喜

ず、α波が出ることだけし

人の言葉に酔うように、

びはなく、喜びがなけれ

て生きていこう。そうしよ

決して自分の言葉ではな

ば意味がない。

う。

ら不幸なのである ～ドス
トエフスキー

賢者は聞

ファーム Web サイト

き、愚者は語る ～ソロモ

URL:

ン王

人生は短い、それ

でも人は退屈する ～ル
ナール

知識は手段で

あって 目的ではない ～
トルストイ

なんじの仕

事を追え、仕事に追われ
るな ～フランクリン

