
 早川エコファーム季報 夏号 

早川エコファームの活動情報は、

公式Web、Facebookページ

で、毎日更新中。早川情報を

チェックしてください！ 

 

          

「早川エコファーム

＠おばちゃんたちの

店-おばみせｰ」 

●会員活動アルバム 5/26日（金）夜〜28日（日） 
 第三回バス運行活動日には、6名のご参加をいただきました。 夏野菜の苗植付け

や種まき、獣害対策ネット修繕&地域イベント「はやかわトラねこ市」への参加と、盛り

だくさん！ 食事は持ちより食材＆うこぎ、シロザ、ムラサキカタバミやハリエンジュの花

等の摘み取って山野草をピザに！ピザを頬張る、皆さんの笑顔がまぶしかったです。ま

た、地域の方から、採れたて「ハチク」やお菓子をいただき、さらに活動も助けていただ

きました。ありがとうございます！ 

〇はやかわトラねこ市 

 涼しい早朝に活動を終え、軽「トラ」と「ねこ」車（一輪または二輪の手押し車）を

使った露天市が始まりという、「トラねこ市」へ参加！地域の皆さんが作ったシイタケ、

ハムやベーコンなどが販売されており、野鳥公園も出展していたので、記念撮影♪ 

〇ビッグな葛をハンティング♪ 

 葛は、蔓を伸ばし大きな葉で畑の光を遮ってしまいます。そこで、作物を守るべく、畑

の葛を掘りあげたら、、根が人の形でした!まだまだ、葛ハンターの方を募集中です。 

2017 年 7月発行  

はやかわトラねこ市  

皆で掘りあげた葛。名前は「鳥人ブブカ」となりました。 
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エコファームが紹介された「広報はやかわ」5月号（早川町発行） 

〇事務局連絡 

・産直（会員特典）について 

 会員特典の産直は会員の種類によって回数が異なります。産直候補として、以下

の時期と内容にて発送させていただく予定ですので、お楽しみに♪ 

 

○夏…ミニトマト、ナス、キュウリ、茂倉うりなど 

○秋…きのこ各種、ごぼう、西山インゲン、栗など 

○冬…椎茸、大根、里芋、柚子など 
 

◎産直内容物のご希望などがございましたら、電話・メールなどでご連絡ください。 

◎お店の品ぞろえについては、Facebookページにて紹介中。 

（店頭にて売り切れの時は、ご容赦願います。） 

 

会員特典の規定回数を超えた産直については、箱サイズによって別途料金となりま

す。会員特典以外の産直は、『料金＝商品店頭価格＋配送料＋梱包手数料

(200円)』で承っております。 

 

←第一回目バス運行活動日に 

 生きものいっぱい農園の紹介を 

 するスタッフ月 

 左奥：大木さん  右手前：山崎さん 

 

NPO活動を開始するに伴い、 

新規メンバーで元気に活動をしています。 

皆さん、どうぞよろしくお願いいたします！ 

 

●おばみせ便り 

 地域の人からのサポートや

おばみせに入荷している＆こ

れから入荷する商品などを紹

介します♪ 

 

〇おばみせニュース 
 
・入荷情報 

 7月からはキュウリやナス、ト

マトなど美味しい夏野菜が入

荷予定です♪ 

・地域の方からのサポート 

 地域の方々から、苗を分け

ていただいたり、シカ柵設置や

草刈りにご協力いただいたり、

多くのサポートをいただいてい

ます。おばみせが、地域の皆

さんとの交流の場となれたらと

考えています。 

 

 〇みんなでつくろう！ 
     エコファーム 

 会員さんからでた改善点や

アイディアを紹介！他にも多く

のアイディアをいいただき、どん

どん取り入れて活動していま

す。アイディア大募集です♪ 

【実施中のアイディア】 

・早朝活動導入…暑い時間

の作業を避けて、朝の涼しい

時間に農作業をするためのア

イディア！空いた時間はで早

川町の魅力を楽しめるように

なりました！ 

 

【準備中のアイディア】 

・ロゴ作成…現在の簡素な包

装にプラスして、お土産を渡し

た際、話題にしやすくしたら？

とアドバイスをいただきました！ 



〇農園でできること 

・無料バス運行条件の変更について 

 無料送迎バス運行活動日の内容を一部変更することになりましたのでご報告いた

します。第五回活動日(6/23〜25)から、無料送迎バスの運行に、町役場の規定

により最少催行人数を設けることになりました。最少催行人数に満たない場合は、バ

スの運行を中止させていいただきます。 

 皆さまには突然の報告となりましたことを、お詫び申し上げます。これからも皆さまの

お力で早川エコファームを支えていただきますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

・バス運行日の活動について 

 畑や自然状況に合わせて、楽しく おいしい活動を ご用意しています！育て

たいもの、やってみたいことなど、お気軽にご相談ください。 

月日 7月     8月     9月     

  上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 

バス  

運行日 
7〜9日   

21〜23

日 

11〜13

日 

22〜25

日 

25〜27

日 

8〜10

日 
  

22〜24

日 

活動 

内容 

来年の  

シード

バンク 

  

生物

いっぱ

い収穫

体験 

草刈り

まつり 

子ども

食農体

験キャ

ンプ 

畑バイ

キング 

栗しご

とざん

まい 

  

早川雑

穀収穫

体験 

加工 

体験 

梅酒、

梅干し

作り、

夏野菜

ピザ 

朴ノ木

飯 

モグラ

ウリ調

理  

冷汁、

朴ノ木

飯 

朴ノ木

飯 

茂倉う

り料理 

柚子胡

椒づく

り 

栗拾い 栗拾い 

ドライ

ヤマブ

ドウづ

くり 

無料バス活動日：第２、第4土曜日の前日(金曜日) 第２、第4日曜日 

＊お申込みは、開始10日前までによろしくお願いいたします。 

左：ブドウ(紅伊豆)の実り始め 右：畑内でスタッフの動向を注視するホオジロ  

●生きもの    
いっぱい農園 

便り 
 会員の皆さまと一緒に植え

た作物や実施した農作業、

農園にいっぱいいる生きもの

について紹介します！ 

 

〇農園ニュース 

・植え付け 

種…トウモロコシ・えごま・きび 

苗…枝豆・キャベツ・水ナス 

 

・作物育生作業 

草刈…雑穀・収穫体験エリア 

ネット…そば畑、サツマイモ畑 

 

・収穫体験 

わらび、うこぎ、ノビル、コゴミ

などの山野草、梅 

 

・加工体験 

梅酒・梅シロップ・梅ジャム  

ヘビイチゴの虫除け・虫刺され

（スタッフで試したところ効果

的面！夏の活動で、ぜひお試

しください♪） 

〇農園の仲間たち 

生きものいっぱい農園の生き

ものをピックアップして紹介し

ます♪ 

羽化したばかりのナナホシテン

トウをよく見かけます。アブラ

ムシをいっぱい食べてくれる、

野菜の用心棒です！ 

収穫体験エリアには、明るくて

ひらけた場所を好むホオジロ

がよく訪れます。森林周辺の

草原や農作地は大好きな場

所の一つです。 



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 

（現在、山梨県による定款変更の承認まちです。） 

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ページ ：http://eco-farm.or.jp/ 

●今後のスケジュール  

 今後の加工体験予定をピックアップしました！野菜の生育状態

により変更がございますので、あらかじめご了承ください。               

 7月…夏野菜でミニピザ 

 8月…茹でトウモロコシ 

 9月…ヤマブドウジャム 

 エコファームの活動はいつでも参加可能です。体験活動として、

(定休日を除く)早川エコファームで1〜2時間農作業をしてから 

日帰り温泉…なんて楽しみ方もあります!せひお立ち寄りください♪

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。 

エリア名 
月日 7月     8月     9月     

栽培種名 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 

収穫

体験 

サニーレタス             種まき     

ミニトマト 草刈り   収穫             

じゃがいも 収穫        植付       草刈り 

モグラウリ   収穫         土づくり     

きゅうり     収穫         土づくり   

ナス     収穫             

大豆 種まき 草刈り               

大根             種まき     

にんじん 種まき                 

玉ねぎ             種まき   土づくり 

トウモロコシ         収穫   土づくり     

枝豆             収穫     

レタス 収穫           土づくり     

雑穀 そば     種まき   間引き・草刈り 土づくり     

えごま 草刈り     ネット 草刈り         

きび 草刈り     ネット 草刈り   収穫・干す   

西山いんげん 種まき 草刈り     草刈り         

花畑 
 

ダリア 開花                 

ほおずき 草刈り     収穫           

レンゲ             種まき     

菜の花 草刈り           種まき     

ブルーベリー 収穫           草刈り     

自然農 小麦 採種 脱穀・干す 種まき           

小豆 種まき 草刈り     草刈り         

ヤマブドウ 草刈り             収穫   

店横 栗 草刈り           栗拾い     

ブドウ 草刈り       収穫         

2017年 7月～9月 活動スケジュール 


