
3 30 キツネ久保 長芋堀り 昨年末に掘らずに6本残しておいた分の芋を掘る。

4 2 キツネ久保 草刈りと耕運 冬の間に伸びた雑草をビーバーで蹴散らして、耕運機で一回り耕運した。
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オブスナダ 上の段耕運 南瓜予定地を耕運機で一回り耕した。

6 オブスナダ ハウス内 生石灰15㎏+鶏糞25㎏+牛糞2袋　を撒いて水をかけ、耕運機で耕運した。

東棟下の畑 草刈りと耕運 冬の間に伸びた雑草をビーバーで蹴散らして、生石灰30㎏を撒いて一回り耕運した。

3 東棟下の畑 肥料入れと耕運 鶏糞3袋　45㎏　牛糞4袋　160ℓ　高度化成　10㎏　を撒いて耕運機で一回り耕した。

オブスナダ 南瓜予定地 化成肥料　8-8-8を撒いて耕運した。

オブスナダ ハウス横 化成肥料　8-8-8を撒く。

オブスナダ 上の段 生石灰10㎏+鶏糞20㎏+牛糞2袋　を撒いて、耕運機で耕運した。

12 オブスナダ ハウス内 化成肥料　8-8-8を撒いて耕運した。

13 自宅 ジャガイモ 太陽に当て目覚めさせる。　12日～14日の3日間

14 自宅周辺 肥料入れ耕運 本宅前と上の畑に鶏糞15㎏+有機費用40ℓ+苦土石灰5㎏を入れて耕運機で耕運した。

オブスナダ ニンニク追肥 化成肥料　8-8-8を約20㎏追肥した。

自宅 ヤーコンの芽 冬越しした芽を切り出して、植え付け準備をし、オブスナダから土を持ち帰る。

オブスナダ 南瓜予定地 畝建てを行い、稲わらを挟みながら銀マルチを張った。

16 東棟下 畝たて 南瓜畝にマルチを巻き、ジャガイモとネギの畝をたてた。

オブスナダ ハウス内 整地をして藁を全面に敷き、白黒マルチを前面に敷き詰めた。

15 オブスナダ 草刈り 土手と畝周りの草を刈った。

18 JA田中線 ネギ苗 ネギ苗を2束購入した。　＠910.×2束 = 1,820.-

19 東棟下 ネギ苗定植 昨年も栽培した同じ場所にネギを定植した。

17 東棟下 ジャガイモ定植 北アカリ3㎏+アンデス1㎏+男爵1㎏を定植した。あと男爵2㎏分は場所がないため、キツネ久保に植える。

自宅 ヤーコンポット植え ヤーコンの芽をポットに植えて目出しをする、数は92ポット作った。

東棟下 南瓜種蒔き 雪化粧南瓜7ヶ所と伯爵南瓜3+2=5ヶ所種蒔きした。

28 本宅前 マルチ張り ハウス内と外にマルチを張り、外にオクラの種を撒いた。

キツネ久保 ネギ苗と男爵定植 ネギ苗は上側の土手下に一畝、男爵はその隣に2畝定植した。

20 オブスナダ 南瓜とオクラ種蒔き 伯爵南瓜2種類を17+4=21ヶ所とオクラを16ヶ所に種蒔き終了。

オブスナダ ニンニク芽掻き 双子の芽を一本立ちにした。

30 オブスナダ マルチ敷き 残してあった畝に藁を挟んでマルチを敷いた、ハウス内の外側に藁を入れた。

植えの畑 マルチ張り ハウス内と外にマルチを張り、外に雪化粧かぼちゃ3粒の種を撒いた。

29 オブスナダ 耕運とマルチ敷き ハウス横を耕運して、里芋　スイカ　モロッコ　漬け瓜　ショウガ　サツマイモの畝建てとマルチ敷き。

キツネ久保 種蒔き カブと人参とごぼうの種を撒いた。

3 キツネ久保 種蒔き 長芋を購入した種が30本と自宅どり芋が14本の計＝44本を植えた。白いモロコシを200粒種蒔きした。

キツネ久保 耕運 長芋跡地に鶏糞と有機肥料を一袋続つ入れて全面を小型耕運機で耕運した。

5 2 オブスナダ 種蒔き 里芋17球を定植しツル無しモロッコとインゲンの種を撒いた。

7 自宅上 ハウス内 JAから購入したミニトマト10本を定植した。午後に黄色ミニトマト2本を定植した。

本宅前 ハウス内と外 ハウスにデルモンテ7本と桃太郎1本と黄色ミニトマト2本を定植した。

4 キツネ久保 刻み藁敷き モロコシ畝に乾燥防止用に藁を刻んで敷いた。

6 オブスナダ ハウス内苗を確認 ハウスに植える苗の種類と本数を確認した。

オブスナダ ハウス横 大玉スイカ×3本　小玉スイカ×1本

オブスナダ 上の段 ズッキーニ×4本　鷹の爪×4本

オブスナダ ハウス内苗植え デルモンテ×13本　キュウリ×4本　キャベツ×10本　パプリカ黄色と赤×6本　白ナス×2本

長ナス×4本　　千両ナス×4本

オブスナダ スイカ スイカにビニールのトンネルを掛けた。

12 野菜苗購入 ズッキーニ JAで黄色ズッキーニを5本購入。小口雑穀で支払い済みのピーマン4本を受け取る。

東棟下 夕顔 夕顔を3本定植

8 オブスナダ ハウス内 ハウス内に藁を刻んで敷き詰め、熱障害予防を行った。

16 オブスナダ ハウス内と屋外苗 水やりを行った。

19 オブスナダ ケール定植 ハウス内にケール苗を34本定植した。

14 オブスナダ ハウス内 ピーマンを4本定植した。

オブスナダ 上の段 南瓜並びに黄色ズッキーニを5本定植した。

20 オブスナダ ケール定植 ハウス内にケール苗を16本定植した。 合計で50本を定植した。

26 オブスナダ サツマイモ苗 JAからサツマイモ苗を30本　＠25.- 計＝750円で買い定植した



27 オブスナダ ジャガイモ アルバリン殺虫剤　2000倍液を散布した。

28 自宅とオブスナダ トマト トマトの一番下段の花が咲きそろったのでトマトーンを散布した。
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東棟下 ジャガイモ 芋専用肥料を9㎏撒き、草を取りながら土寄せを行った。

6 2 自宅周辺 トマト 本宅前と上の畑のトマトを紐で吊った。

29 オブスナダ 草刈り 園内と周辺の草を刈り完了した。

31 オブスナダ 白瓜 ハウス横の予定地に10株分の白瓜の種を撒いた。

カブの疎抜き 苗間隔を7センチほどに疎抜き自宅に持ち帰る。

6 オブスナダ ニンニク 境沢川からポンプで水やりした、600ℓ。　　地割れがして葉の先が黄色くなってきた。

オブスナダ トマト オブスナダのハウス内トマトを紐で吊った。

3 キツネ久保 モロコシとジャガイモ モロコシ畝の草を掻いて追肥を行い土寄せをした。ジャガイモも草取りをして追肥して土寄せを行った。

キツネ久保 ヤーコン ヤーコンを45株定植した、あと25株植える予定。

オブスナダ ニンニク 葉の先がかなり黄色くなってきた、昨年は8日頃から収穫している。

7 オブスナダ ニンニク ニンニクの芽切りを行った、少しやり残した。

10 キツネ久保 草取り ゴボウ　ニンジン　長芋畝の草を取り、カブをオロ抜いて帰る。

12 東棟下 ジャガイモ メリット青　300倍液を散布

各種野菜 メリット青　300倍液を散布　：　トマト全部　キュウリ　ナス　ピーマン　パプリカ　南瓜　ズッキーニ

11 キツネ久保 ヤーコン ヤーコンを25株定植した 合計で 70株を定植した。

オブスナダ ハウスキュウリ キュウリの手を用意しておいた竹で作る。

14 キツネ久保 ヤーコン ポリタンクに20ℓの水を入れて運び潅水した。

15 キツネ久保 ヤーコン ポリタンクに20ℓの水を入れて運び潅水した。

13 キツネ久保 ヤーコン ポリタンクに20ℓの水を入れて運び潅水した。

カブ 疎抜きをした

17 オブスナダ ハウスと屋外野菜 メリット青　300倍液を散布

自宅周辺 トマト メリット青　300倍液を散布

オブスナダ 全ての野菜 ハウスと外の野菜　トマトを除く　に水やりした。　ナス　ズッキーニ　玉ねぎを収穫した。

16 キツネ久保 ヤーコン ポリタンクに20ℓの水を入れて運び潅水した。

19 オブスナダ ニンニク収穫 終日ニンニクを収穫した。20日中に収穫しないと21日は大雨の予報が出ていいる。

キツネ久保 ヤーコン ポリタンクに20ℓの水を入れて運び潅水した。

18 東棟下 ジャガイモ 南瓜他 メリット青　300倍液を散布

オブスナダ ニンニク収穫 黄色くなった部分が強い所から収穫を始めた、今年は球が小さい。　畑が乾燥して雑草もヨレヨレ状態。

22 自宅 ニンニク加工 収穫済みのコンテナ6杯のニンニクを大小に選り分けて、大の皮を剥いてネットで日陰干しにした。

23 自宅 ニンニク加工 冷蔵庫に入れておいたニンニクを出して皮を剥いて加工した。

20 オブスナダ ニンニク収穫 終日ニンニクを収穫した。全てを収穫できない為　約200球の青い部分を選んで残した。

21 自宅 ニンニク加工 昨日収穫した分は根切りをしてなかったので最初根切りを行い、大きい物の皮を剥いて加工。

24 キツネ久保 モロコシ種蒔き ゴールドラッシュ2種類の種を撒いた。　一袋の1/3ほど残る。

キツネ久保 追肥 ジャガイモとバニラッシュに追肥してモロコシの土寄せを行った。　

オブスナダ ニンニク収穫 オブスナダの掘り残しておいた200球を堀り冷蔵庫へ入れた。

キツネ久保 耕運 小型耕運機でニンニク予定地とヤーコンやモロコシ等の畝間を耕運した。

26 オブスナダ ハウス バケツで6杯の水やりを行った。

29 オブスナダ ハウス バケツで6杯の水やりを行った。  尿素水をジョロで葉面散布した。

オブスナダ ヤーコン定植 玉ねぎの後を耕運機で耕運してヤーコンの苗を22ポット定植した。

オブスナダ ニンニク後地 大型耕運機で一回り耕運した。　ニンニクを掘るときも感じていたが、耕運機がガタつくほど固かった。

7 3 キツネ久保 草取り ゴボウ　ニンジン　長芋の畝内の草を取り、人参を一通り間引きした。

キツネ久保 殺虫剤散布 トレポン乳剤1000倍液を長芋とジャガイモに散布した。

東棟下 ジャガイモ 芋専用肥料を5㎏ほど撒いて、土寄せを行った。　　尿素水をジョロで葉面散布した。

30 キツネ久保 確認 蒔いておいたゴールドラッシュが芽を出した。ごぼうと人参が大きくなった。カブを大きい物から間引きした

自宅 梅漬け カリカリ梅を瓶に1本紫蘇入りで漬けた。

6 自宅 草刈り 自宅周辺とお墓の草を刈り、ツツジとサツキの剪定を行った。

東棟下 殺虫剤散布 トレポン乳剤1000倍液を南瓜(アブラムシ)とジャガイモに散布した。

5 オブスナダ ケール収穫 コンテナに2杯のケールを収穫して、ペットボトル22本絞った。

7 自宅 剪定等 ハナミズキ等の剪定と片付

8 自宅 剪定等 みねぞとシャラの剪定と片付け



9 能登舟 草刈りと剪定 周辺の草をビーバーで刈り、会社のツツジを選定して、清掃した。

11 オブスナダ 耕運 ニンニク跡地を耕運機で一回転耕運した。
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オブスナダ トマト収穫 ハウスのトマトを初収穫した、約25球。

14 オブスナダ トマト収穫 ハウスのトマトを収穫した、20球。

11 オブスナダ ナイアガラ 袋をかけた。

13 オブスナダ ケール収穫 コンテナに2杯のケールを収穫して、ペットボトル15本絞った。  合計で37本出来た。

15 キツネ久保 ゴールドラッシュ N556を追肥して土寄せを行った。　　ヤーコンの畝間の草をかいた。

17 東棟 草刈り アパート周辺と畑の周りの草を刈った。

オブスナダ キャベツ収穫 5球を収穫して高湿氷温庫へ。

キツネ久保 カブ、人参、草刈り 全てのカブを収穫、人参を間引きした。　周辺の草を刈った。

21 オブスナダ 草刈り 残りの草刈りと刈った草を園外に搬出した。隣接する三沢スポーツのの荒れ地の草を刈る。

22 オブスナダ 水やり 外野菜全てにポンプでたっぷりと水やりした。

19 オブスナダ 草刈り 園内の草を刈り終了した。　上の畑の桑や竹を明日処理する予定を組む。

20 オブスナダ 草刈り よしえ畑境の桑の大木と竹林の伐採を行う。

28 オブスナダ 草取り ニンニク跡地の草が伸び、ビーバーで刈り　熊手で集めてリンゴの樹の下へ。

29 オブスナダ 耕運 ニンニク跡地を耕運機で一回り耕運した。

24 キツネ久保 ヤーコン 畝間の草を取り、ヤーコンを4本立てに間引き、化成肥料N556を追肥して3畝だけ土寄せをした。

26 キツネ久保 ヤーコン 残りの4畝の土寄せを行った。　　モロコシの俵間引きを行う。

8 1 キツネ久保 バニラッシュ収穫 今年の初収穫を行う、電気柵のおかげで被害はゼロだ、5本収穫して一本をラッキーに、とても甘かった。

東棟下 ジャガイモ堀り 北アカリとアンデスを収穫した。　北アカリは少し球が小さいが揃っていた。アンデスは大収穫だった。

31 東棟下 ジャガイモ堀り 残してあった男爵を収穫した、樹の成長が悪く早く枯れた、やはり芋は小さく量も少なかった。

3 キツネ久保 バニラッシュ収穫 電柵の効果で被害はなし。モロコシを7本収穫した、まだ少し早い　7割の実の入り状況。

4 オブスナダ 耕運 一回り耕運して耕運機を東棟へ運ぶ。

オブスナダ スイカ収穫 受粉後45日たったので一個収穫した。今年は大玉を植えたのに苗屋の間違いで中玉だった。

2 キツネ久保 電気柵 モロコシを6～７本荒らされたので、電気柵を重複して設置した。

9 キツネ久保 バニラッシュ収穫 朝収穫して食したら実が入りこれ以上置くとこわくなるので、86本を収穫して高湿氷温庫へ。残り約20本

東棟下 耕運 一回り耕運機で耕した。

東棟下 耕運 まず一回り耕運して、生石灰20㎏+鶏糞2袋+アイノウ有機2袋を撒いて一回り耕運した。　直後に雷雨有

5 自宅周辺 草刈り 自宅　南棟裏　本宅　周辺と墓地の草を刈った。

14 東棟下 白菜・キャベツ・大根 確認に行く、白菜と大根は芽が出ていたが暑さで萎れていた、水やりして帰る。　　　夕方雨有り

15 自宅 黒ニンニク 大釜2個に生ニンニクを入れた、電気を通電したのはAM11:45。

10 東棟下 白菜・キャベツ・大根 白菜を2袋種蒔きと、総ぶとり大根を2畝の種を撒き、キャベツ2種類14本を定植した。

13 オブスナダ 香凛に見せた ハウス内を香凛に見せ、ナス　パプリカ　キュウリ　トマトを一緒に収穫した。

キツネ久保 人参間引き 7～8本間引いたが、けっこう大きくなっていた。

19 キツネ久保 草刈り 周囲と畑内部のジャガイモ周辺を刈った。

17 オブスナダ 南瓜の収穫 伯爵南瓜を11個収穫した、今年は最悪の年になった、例年の1/3しか収穫できず。

オブスナダ 茗荷の収穫 今年は茗荷も不作だ、ミョウガ畑全て確認しても腰びくに半分しか収穫できず。

綿半ホームエイド 肥料他資材購入 8-8-8化成肥料20㎏×5 @1,225.-  石灰窒素20㎏×1 @2,478.-  苦土石灰20㎏×2 @469.-

ビーバーの刃×4枚　@1,673.-  リンゴ用パック5セット×＠295.-  フルーツパック12セット×@38.-

東棟下 白菜・キャベツ・大根 確認に行く、白菜の芽の出が悪い。

20 キツネ久保 ジャガイモ堀り 残してあった男爵を2畝掘る、量は土嚢の袋に2杯。　ゴールドラッシュの周りに電気策を張る。

23 能登舟 草刈り 能登舟敷地の全周を草刈りした。

24 東棟下 大根と白菜とキャベツ 大根の芽はまだ出ない、白菜　大根　キャベツに水やりした。

21 キツネ久保 耕運と種まき バニラッシュの後を片付て小型耕運機で耕した。蕪とジャガイモの間にゴールドラッシュの種を約50粒撒く

22 東棟下 大根の種まき 6畝に大根の種を撒いた、今回は条撒きにしてみた。

30 東棟下 大根と白菜とキャベツ 午後　ジョロで水やりした。　白菜を植え直しても消えたところ4か所に植え直しをした。

31 キツネ久保 野沢菜種蒔き バニラッシュ後に3畝分の野沢菜の種を撒いた。　　ゴールドラッシュの芽が出ていた。

27 東棟下 大根と白菜とキャベツ 大根のまだ出たが、乾燥防止に藁を敷いた。白菜は複数出たところから、芽が出なかったところへ移植。

29 東棟下 大根と白菜とキャベツ 午後　ジョロで水やりした。



9 1 東棟下 大根と白菜とキャベツ 午前　ジョロで水やりした。

4 キツネ久保 野沢菜水やり 野沢菜の種を撒いて4日になるのに芽が出ないので水やりした。　ついでにゴールドラッシュにも水やり。

2017年　野菜農作業日程表
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7 キツネ久保 もろこし、野沢菜 10本を収穫した、　　野沢菜が6日からの雨でようやく目が出始めた。

8 キツネ久保 長芋防除 殺虫剤としてトレポン乳剤を散布した。

ゴールドラッシュ ぼちぼち収穫時期がきた。

長芋 長芋に芋専用肥料を追肥した。  牛蒡とモロコシにも追肥した。

11 キツネ久保 もろこし収穫 残してあったクズのゴールドラッシュを約50本収穫した.

13 東棟下 大根の間引き 今年は状撒きしたので、一本置きに間引いた、少し行かなかったら大きくなっていた。

9 キツネ久保 もろこし収穫 ゴールドラッシュを約60本収穫した、今年は虫の被害が多い。自宅の高湿氷温庫へ保存した。

10 キツネ久保 もろこし収穫 ゴールドラッシュを約20本収穫した、良品のみ収穫した。

17 自宅 もろこし加工 ゴールドラッシュを27本加工した。　袋に7袋　× 450g　できた。

21 東棟 草刈り アパート周辺と下の畑の周辺の草を刈る。

16 キツネ久保 野沢菜間引き 野沢菜の間引きを行い3～4㎝間隔にした。

キツネ久保 人参収穫 人参を全て収穫したが、大きい物にかなり須が入っていた。やはり収穫時期は8月末か？

自宅 黒ニンニク 2016年製を整理して、今年の第一回窯出し分を米袋で保存した。

26 オブスナダ 草刈り ニンニク予定地周りの草を刈り、畑内に生えた草をビーバーで刈る。

自宅 草刈り 自宅周辺の草を刈る。

22 東棟 草刈り 昨日の残りを刈り、刈った草を片つけた。

29 オブスナダ 藁刻み入れ ニンニク予定地に藁を17束刻み入れて広げた。

30 オブスナダ 耕運 ニンニク予定地を3回転耕運機で耕した、藁が多くロータリーに絡む。

自宅 黒ニンニク 2回目と3回目に製造した黒ニンニクを米袋に入れて保存。　　　　　　　　1～3回分の計=12袋

27 オブスナダ 耕運 ニンニク予定地の昨日刈った草を熊手で片付て、耕運機で一回り耕運した。

5 キツネ久保 確認 野沢菜を確認した、大きく育っていた。

9 オブスナダ 耕運 ニンニク予定地を1回転耕運機で耕した。 　　　 4回目

10 1 オブスナダ 耕運 ニンニク予定地を1回転耕運機で耕した。

2 オブスナダ 耕運 ニンニク予定地を1回転耕運機で耕して、刈り残した草刈りを行った。

12 キツネ久保 確認 野沢菜を確認した、大きく育っていた。今年は今までで一番良い出来だ。

オブスナダ 里芋 里芋を1株収穫した。

10 オブスナダ 耕運 ニンニク予定地を1回転耕運機で耕した。　　　　5回目

11 自宅 黒ニンニク 農協の夢マートに32パックを出荷した。料金は消費税込みの600円で出した。

東棟下 大根等の収穫 大根2本　白菜1ヶ　キャベツ1ヶを収穫した。

19 自宅 ニンニク種選別 自宅車庫でコンテナ1杯の選別を行った、今年は球が小さめの為に必要な量の種が用意できるか？

18 オブスナダ ニンニク予定地 肥料撒き：鶏糞15㎏×3  牛糞40ℓ×3  苦土石灰30㎏　石灰窒素6㎏　888化成肥料30㎏を撒いて

耕運機で一回り耕運した。　　合計＝6回目

31 JA 玉ねぎとBM熔燐 BM熔燐20㎏購入＝　￥2,000.-       ニンニク予定地に撒く予定。　　赤玉ねぎ苗　100本

オブスナダ ハウス 霜がきて樹が枯れた為、ナス、パプリカ、青トマト、ショウガを収穫した。

21 自宅 ニンニク種選別 約1時間

22 自宅 ニンニク種選別 約4時間作業して、極小物を除き終了した。

ニンニクを35球植えた。

オブスナダ ニンニク予定地 BM熔燐を20㎏撒いて、耕運機で一回り耕運したが、まだ湿り気が多く植え付けは無理。　7回目耕運

キツネ久保 電柵 モロコシの所の電柵を片つけた。

11 1 キツネ久保 草刈りと玉ねぎ植え 収穫済みの畑の草と土手の草を刈り、玉ねぎ予定地を耕運してマルチを張り、赤玉ねぎ135本と

大根 確認すると須が入っているものがある、2本を収穫して持ち帰る。

2 キツネ久保 玉ねぎとBM熔燐 昨日植えた玉ねぎ苗に薄い液肥入りの水を散水した。

里芋収穫 里芋を全て収穫した、霜が来て枯れていたが、今年の芋は昨年に比べて大きい、ハウスに一時保管。

東棟下 キャベツ収穫 台風が2度も続けてきて雨が多かったせいか6個が割れていた。良品を7個収穫して他はくれて帰る。

3 オブスナダ ニンニク種蒔き ニンニクの予定地を一部耕運して整地し、ニンニクを約900球植えた。

4 自宅 キムチ漬け 白菜3個を塩水で漬けて準備した。

オブスナダ 里芋 昨日収穫した里芋を株のままで土を落として米の袋に3袋。

ニンニク予定地 8回目の耕運をして、周辺を溝切りした。

漬物漬け直し 準備してあったトマトピクルスを5㎏作る。鉄砲漬けと奈良漬けを漬け直した。

7 手良へ 米と藁 玄米4袋　＠9,000.-   計＝36,000.-   藁を軽トラ一台分も貰い帰る。



日 場　所 作　業 詳　　　　細

9 オブスナダ ニンニク種蒔き 残っていた種で3畝分撒いて終了した。今年は昨年の2/3くらい蒔く。

キツネ久保 ヤーコン収穫 1.5畝だけ収穫した、大きい物が土嚢の袋に2杯あった。

7 東棟下 大根収穫 沢庵漬け用に約32本収穫した

8 自宅 大根洗い 昨日収穫した32本の大根を洗い、毎年かける場所に干した。

2017年　野菜農作業日程表

月

西友 漬物用品購入 穀物酢1.8ℓ×2　溜まり醤油1ℓ×4  漬物袋0.5と1.0  酒粕1袋　米ぬか1袋　粗目砂糖1㎏×10

三温糖1㎏×3  刻み昆布2袋　　和辛子400g×1         計＝9,200.-

10 キツネ久保 ヤーコン収穫 あと1畝を残して収穫終了、大きいものと芽を土嚢袋に入れて、コンテナで冬囲いした。

11 自宅 ヤーコン洗い 辛子ビール漬け用にコンテナ2杯のヤーコンを洗った。

13 キツネ久保 ヤーコン収穫 掘り残してあったヤーコンを全て収穫した。

キツネ久保 牛蒡収穫 数本を収穫して夕食で食べた。

12 自宅 ヤーコン漬け ヤーコンを25㎏　辛子ビール漬けした。　　　　　ビールを西友から金麦12本買う。

奈良漬け 2年目物を新しい酒粕で漬け直した。

16 キツネ久保 長芋と牛蒡の収穫 長芋は全体の2/3を収穫し、牛蒡は約　全体の1/3を収穫して、今年のおわりにする。

17 東棟下 大根と白菜収穫 自宅用に大根の良品を34本持ち帰る。大根25本位と白菜20個くらいをアパート妻帯者と皆川と美智子

オブスナダ ネギ収穫 去年掘り残したネギを収穫した。

15 自宅 黒ニンニク JA夢マートに出す32パックを作る。

20 自宅 野沢菜洗いと漬け込み 昨日収穫した野沢菜を3束洗い、キッチンで20㎏刻んで漬けこんだ。

21 自宅 野沢菜漬け 14㎏の野沢菜を追加漬けした。

にくれた。自宅用の白菜は12月までそのままにする。

19 キツネ久保 野沢菜収穫 野沢菜を4束収穫した。

23 自宅 大根のビール漬け 大根3本をビール漬けした。

26 東棟下 大根と白菜収穫 大根を8本と白菜を4個収穫した。唐沢宅へ持って行く。

自宅 黒ニンニク 生のバラ大蒜を釜2個に入れて黒ニンニク製造開始。　　　完成予定は：　12月12日

22 自宅 沢庵漬け 大根32本を漬け込んだ。

3 東棟下 大根と白菜収穫 大根12本と白菜8個を収穫した。

5 自宅 白菜保存 白菜を2～3日干して、一つ一つを新聞紙で包み南棟車庫に保存した。

12 2 東棟下 大根と白菜収穫 大根6本と白菜21個を収穫した。まだ大根が20本以上と白菜が10個以上残す。

14 オブスナダ　 耕運 ハウス内とハウス横に生石灰20㎏を撒いて耕運機で耕運した。

本宅前 片付け ゴーヤ、トマトの残骸を片付て、梨とキウイの葉を集めた。

10 東棟下・キツネ久保 ネギ収穫 今年は失敗して少ないが、太い。

12 オブスナダ　 片付け ハウス内の残材とマルチを外して、外のスイカ等のマルチを外して片付けた。

16 上の畑と本宅前　 片付け マルチを外して藁や野菜の残材を畑の隅に積んだ。


