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27 山の果樹園 洋梨の剪定 洋梨2本の剪定を行う。

28 山の果樹園 プルーンと小梅の剪定 プルーン2本と小梅の剪定を行った。プルーン辰野側の太い枝に腐乱病が発生し治療した。

2 25 山の果樹園 黄金桃剪定 黄金桃の剪定を実施して終わらせた。

26 山の果樹園 梨剪定 幸水、豊水、南水梨の剪定を行う、幸水梨は本幹が腐乱病が発生し治療した。

6 南棟裏 キウイ誘引とリンゴ剪定 キウイの誘引を行い、世界一と津軽の剪定を行った。上の畑の小リンゴの腐乱病手当を行う。

7 上の畑 プルーンとリンゴの剪定 プルーン2本とフジ2本，小リンゴの剪定を行う。

3 1 山の果樹園 梅とマルメロの剪定 梅2本とマルメロ1本の剪定を行う。

5 南棟裏 キウイの剪定 午前　午後行い誘引したが、今日は終わらず。

7袋105㎏を撒いた。

10 オブスナダ リンゴの剪定 午前午後行ったがもう一日かかりそう。腐乱病の樹が多い。

8 山の果樹園 リンゴ剪定と梨誘引 リンゴの剪定を行う,シナノゴールドが腐乱病ひどい、梨の誘引と見直し剪定を行う。

9 山の果樹園 梨誘引と肥料撒き 梨の誘引と見直し剪定を行い、全ての剪定枝を園外に除去した。苦土石灰20㎏+高度化成20㎏+鶏糞

軽トラの荷台にあった。クルミの樹3本を伐採して、ヒラタケ用に持ち帰る。

オブスナダ リンゴの剪定見直し トップジンペーストの塗り残しに塗布。上の段のナイアガラの剪定と蜂谷柿の剪定も行う。

11 オブスナダ リンゴの剪定と肥料撒き 午前午後行う、肥料は苦土石灰15㎏+高度化成肥料8㎏+鶏糞4袋　60㎏を撒いた。

12 山の果樹園 フキノトウ採取 山側の土手のフキノトウを採取した、まだ少し小さいが出ていた。腐乱病皮むきを探したが無い、後で

16 全ての果樹 硫黄合材散布 自宅周辺に10ℓ、山の果樹園へ20ℓ、オブスナダへ10ℓ散布した。　薬剤濃度は1:9

本宅前 梨の接木 豊水に9本と幸水に6本、南水の枝を接木した。

13 自宅周辺 剪定枝片付、肥料撒き 本宅前の梨剪定枝と上の畑の剪定枝片付。キウイ、梨、津軽、世界一に高度化成肥料8㎏と鶏糞45㎏

を撒いた。

20 東棟 剪定 天竜川側のヤマボウシとシャラの剪定を行った、片付は後日に。

24 東棟 剪定枝の片付け 擁壁側のシャラとヤマボウシとレットロビンの剪定枝を片付けた。

18 会社 剪定 ヤマボウシとシャラの剪定を行った。

19 東棟 剪定 駐車場側のヤマボウシ剪定。

20 山の果樹園 開花状況確認 小梅：満開　　豊後：5部咲き　梨：芽が開き始めた　桃：まだ蕾は固い　洋ナシ：梨と同じ状況

今年は昨年に比べて1週間以上遅れている。

4 9 自宅上の畑 梅の花 数輪の花が開いていた。

14 自宅上の畑 梅の花 3部咲となった、今年は昨年に比べて一週間ほど遅れている。

29 山の果樹園 確認 黄金桃の花が数輪咲いていた。　洋ナシと黄金桃の苗が枯れた。

30 本宅前 豊水梨花粉採取 豊水梨のみ花を採取して花粉を切り出し、天日に当てた。

26 本宅前 豊水梨 朝確認したら数輪の花が開花していた。

28 本宅前 豊水梨と幸水梨 2部咲き程度

本宅前 豊水梨と幸水梨の受粉 昨日に続いて2回目の受粉を行った。

4 山の果樹園 南水梨 2部先程度に花が咲いたので、花を採取して花粉を切り出して太陽に当てた。

5 2 本宅前 豊水梨と幸水梨の受粉 豊水と幸水の花を摘んで花粉を切り出し、石松子を混ぜて受粉した。

3 山の果樹園 確認 黄金桃が2部咲き、梨は一部咲気状態

6 南棟裏 世界一 世界一の一番花が開花したので受粉した。

山の果樹園 受粉 梨が7部咲きで受粉、黄金桃が8部咲きで受粉、プルーンが9部咲きで受粉。洋ナシが3部咲きで受粉。

本宅前 豊水梨と幸水梨の受粉 南水梨と豊水と幸水梨の花粉を混合して、本宅前の梨に3回目の受粉を行った。

自宅上 小リンゴ 小リンゴの花を採取して花粉を切り出した。

7 自宅周辺 リンゴ受粉 上の畑のフジが咲き始め受粉、世界一と津軽の花に2回目の受粉。

8 山の果樹園 果樹受粉 梨4本　黄金桃　洋ナシ　プルーン　の受粉を行った。

自宅上 小リンゴ花粉 小リンゴの花を採取して花粉を切り出した。

山の果樹園 梨3種花粉 幸水、豊水、南水の花を採取して花粉を切り出した。

12 山の果樹園 リンゴ受粉 リンゴの花が3分咲気状態、受粉した。 今年も花の咲き方がおかしい、しっかりと開かない、虫か？

オブスナダ リンゴ受粉 リンゴの花が3分咲気状態、受粉した。　JA田中線で相談　アルバリン水溶剤を買う。

自宅周辺 リンゴ受粉 自宅周辺のリンゴの受粉を行った。

9 自宅周辺 リンゴ受粉 津軽と世界一は植えて初めてたくさんの花を咲かせている、今年は食べられるかな。

オブスンダ アルバリン水溶剤　殺虫剤 リンゴ12本　ナイアガラブドウに2000倍液を10ℓ散布した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1回目

本宅前 豊水と幸水 額だちした幼果の荒摘果を行う。

14 自宅周辺 アルバリン水溶剤　殺虫剤 豊水梨　幸水梨　津軽　世界一　に2000倍液を10ℓ散布した。

山の果樹園　 アルバリン水溶剤　殺虫剤 豊水　幸水　南水2本　洋ナシ2本　プルーン2本　リンゴ12本　に2000倍液を20ℓ散布した。
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オブスナダ リンゴの受粉 今年は花の咲き方がおかしい、咲き始めてかなり経つのに　だらだらと咲く。

17 山の果樹園　 リンゴ、桃、洋ナシ リンゴの受粉実施、桃の荒摘果を行う、洋ナシの荒摘果を行うが途中。

15 本宅前 豊水と幸水 額だちした幼果の荒摘果を行うが、途中で雨が降り出し中止した。

16 山の果樹園　 リンゴの受粉と洋ナシ摘果今年は花の咲き方がおかしい、咲き始めてかなり経つのにだらだらと咲く。洋ナシの荒摘果始める。

山の果樹園　 黄金桃と洋ナシ 黄金桃と洋ナシの荒摘果を行った。　梨の確認をしたら、ようやく額立ちを始めた。

20 山の果樹園　 洋梨の摘果 洋梨の受粉が良く　たくさんの額立ちだ　ようやく荒摘果を終わらせた。

19 オブスナダ リンゴの受粉 最後の受粉を行った。ようやくすべての花が咲きそろった。

山の果樹園　 リンゴの受粉 最後の受粉を行った。ようやくすべての花が咲きそろった。

22 山の果樹園　 幸水の摘果 半日で荒摘果を終了した。幸水梨は早生のせいか、成長が早い気がした、花は遅かったが球伸びがいい

自宅周辺 草刈り 自宅周辺の草を刈った、今年は草も伸びが悪いような気がする。

山の果樹園　 南水の摘果 今年は山の梨も受粉が良く　荒摘果が大変、南水の摘果がまだ途中。

21 山の果樹園　 南水と豊水の摘果 途中だった南水の摘果を終わらせて、豊水の摘果も終わらせた。残りは幸水だけ。

本宅前と南棟 水やり 豊水と幸水にそれぞれ20ℓ、キウイ2本と世界一と津軽にそれぞれ20ℓ潅水した。　　合計=120ℓ

27 全ての果樹 アルバリン水溶剤　殺虫剤 自宅周辺、山の果樹園、オブスナダの果樹にアルバリン殺虫剤2000倍液を散布した　計＝60ℓ　　2回目

23 キツネ久保 草刈り 午前中に草刈りを行った。

西棟と東棟 草刈り 午後に草刈りを行った。

6 1 本宅前 梨の袋かけ 幸水梨に170枚かけて完了。豊水梨は230枚かけたが、まだ少し残っている。

2 本宅前 梨の袋かけ 豊水梨の残した袋を25枚かけた。　　　　　　豊水梨合計＝255枚

山の果樹園　 草刈 プルーン周りを残して終わる。

28 山の果樹園　 草刈 昨日残したプルーン周りと、山側のネット外側の草を刈った。

山の果樹園 南水と豊水　袋かけ 南水に74袋、豊水に25袋かけた。

4 山の果樹園 南水大と小　袋かけ 南水大に176袋　　　南水小に68袋　　　　　

山の果樹園 洋梨の袋かけ 午前午後に洋ナシの袋を290枚かけた。　　　2本の合計＝290枚

3 山の果樹園 洋梨落下 昨日掛けた袋が25袋落ちていた。　　洋梨の合計は　290-25=265袋

豊水梨の合計(洋ナシの落ちた袋を30枚かけた分含む)＝566枚

幸水梨の合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＝326枚

山の果樹園 幸水　袋かけ 幸水に156袋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

5 山の果樹園 豊水　袋かけ 豊水梨に午前午後掛けて終了した、　281枚かけた

6 本宅前と南棟裏 梨とリンゴとキウイ 6本の果樹に20ℓ　×　6  =  120ℓを潅水した。

山の果樹園 潅水 梨4本　黄金桃　洋ナシ　一部のリンゴに合計200ℓの水を潅水した。

南水梨の合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ＝318枚

梨の総合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　＝1,210枚

11 自宅上 辰野側フジ 接木した枝の誘引と混みすぎた枝の夏季剪定を行う、

本宅前 幸水梨と豊水梨 垂れ下がった枝を支柱を立てて補強した。

8 リンゴとプルーン 殺虫剤散布 自宅周辺のリンゴとプルーン、西棟のプルーン、山の果樹園のリンゴとプルーン、オブスナダのリンゴに

サムコル　3,000倍液を合計=30ℓ散布した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1回目　　残り2回

西棟 プルーン メリット青　300倍液散布　　　　　　　　今年はすごい量の実が付いている

自宅周辺 リンゴ、ナシ メリット青　300倍液散布　　　　　　　　　　　果樹と野菜に散布した総量は　200ℓ

12 山の果樹園 全ての果樹 メリット青　300倍液散布

オブスナダ　　 りんごとブドウ メリット青　300倍液散布

山の果樹園 黄金桃 摘果を行って、183枚の袋を掛けた。　　　まだ途中

14 山の果樹園 黄金桃 157枚の袋を掛けた。　　　　　合計＝340枚　　　　南水梨2本に20ℓ潅水した。

南棟 リンゴ袋かけ 世界一＝26枚　　津軽＝24枚　　上の畑フジ=10枚

13 山の果樹園 洋梨 見直し袋かけを行い、約30枚の袋を掛けた。      洋ナシ2本に20ℓ黄金桃に20ℓ潅水した。

山の果樹園 リンゴとプルーン袋かけ リンゴに約150枚を、プレジデントプルーンに200枚の袋をかけた。

17 山の果樹園 全ての果樹 メリット青　300倍液散布

15 オブスナダ ナイアガラブドウ バケツで水やりした。

16 山の果樹園 果樹に潅水 80ℓを豊水　幸水　洋ナシ　リンゴ　黄金桃　に潅水した。

南棟 本宅　他 リンゴ　梨 メリット青　300倍液散布

18 オブスナダ リンゴの摘果と潅水 リンゴの根元に200ℓの水を潅水して、摘果を行った。

山の果樹園 プルーン 2本のプルーンに袋を掛けた。　　　　　合計＝約　350枚ほど

オブスナダ　　 りんごとブドウ メリット青　300倍液散布
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25 オブスナダ リンゴの防除 サムコル3000倍液をリンゴコブアブラムシが付いていると思われる樹3本に5ℓ散布した。

25 オブスナダ リンゴの袋かけ 約250枚の袋を掛けた、まだ100枚以上残っている。

18 山の果樹園 リンゴと梨に潅水 200ℓの水を潅水した。

22 山の果樹園 確認 前日の雨の後を確認に行く。リンゴ　洋ナシ　豊水他　プルーンの袋が合計で20枚ほど落ちていた。

29 オブスナダ リンゴ ハウス側の2本にアブラムシが付いた、近日中に防除する。

30 山の果樹園 確認 小雨の降る中を確認した、合計で10枚ほどの袋が落ちていた、かけ忘れに掛けて帰る。

26 オブスナダ リンゴの袋かけ 約230枚の袋を掛けた、100枚くらい残っていると思ったのにけっこう実が付いていた。

27 果樹全て マネージ水和剤散布 2500倍液　200ℓをリンゴ　桃　梨　洋ナシ　ブドウ　プルーンに散布した。   梅と杏子を除く

3 オブスナダ リンゴに殺虫剤散布 トレポン乳剤1000倍液をリンゴに着いたアブラムシに散布した、夕方確認すると、アブラムシは落ちていた

8 上の畑 小リンゴ 今年は小リンゴの受粉が良く、大量の実が付いた、摘果を行う。

7 2 山の果樹園 梅収穫 豊後と小梅を収穫した。今年は梅の成りが悪い。　

上の畑 梅収穫 今年は腰びくに半分くらい収穫できた、粒が大きくてゴルフボールほどのもの有り。

山の果樹園 梨 南水の葉が一部黒くなっている。

11 果樹全て メリット黄色散布 朝早くからメリット黄色300倍液を自宅周辺、山の果樹園、オブスナダの果樹に220ℓ散布した。

上の畑 フジ フジの実に袋を掛けた。

10 山の果樹園 草刈りと腐乱病手当 道路の草を刈り、リンゴと洋ナシの腐乱病手当をした。

16 山の果樹園 果樹根回り治療 リンゴ、洋ナシ、梨4本の根回りを削り、腐敗部分と荒皮を剥き、腐乱病の手当てをした。

山の果樹園 幸水梨 葉が黄色く斑点状になり落下している、写真に撮り、確認すると赤星病か散布溶液が濃すぎたか？

12 山の果樹園 草刈り 午前午後に渡り草を刈る、全体の90％を刈り終わる。

15 山の果樹園 草刈り 刈り残しを刈り、園外の山側を一部刈った。

自宅周辺 水やり タンクに150ℓ　 を潅水した。

19 オブスナダ リンゴに水やり リンゴの樹の周りの草を刈り、ポンプで200ℓ潅水した。　　夕方小雨が降る。

18 全ての果樹 メリット黄色散布 自宅周辺、山の果樹園、オブスナダの果樹にメリット黄色の400倍液を散布した。　　7日間隔2回目

山の果樹園 水やり タンクに200ℓ　×　2回　＝　400ℓを潅水した。

22 オブスナダ リンゴに水やり ポンプで境沢川から水をくみ上げ、直接潅水した、約1時間かけたので水量は600ℓくらいかけた。

27 全ての果樹 メリット黄色散布 自宅周辺、山の果樹園、オブスナダ 西棟の果樹にメリット黄色の400倍液を散布した。　9日間隔3回目

21 オブスナダ ナイアガラ防除 アルバリン水溶剤2000倍液　殺虫剤　を散布した

西棟 プルーン防除 アルバリン水溶剤2000倍液　殺虫剤　を散布した

8 2 山の果樹園 袋かけ リンゴの袋をプルーン用～リンゴ専用にかけ直す。

リンゴと梨の葉に黒い斑点 山の果樹園とオブスナダのリンゴと梨の葉に黒い斑点が広がっている。  近日マネージ水和剤を散布

30 南棟裏 キウイの棚 用意してあった単管とエスター線でゴールドキウイの棚を組み立てた。

10 山の果樹園 台風後の確認 梨が未成熟実が10袋、プルーンが10袋落ちていた。桃は2個が獣に食べられていた、まだ固く小さい。

11 オブスナダ リンゴに支柱 一番端のスイートに支柱を立て、球を少し間引く。他の樹も数本に支柱を立てた。

山の果樹園 プルーン プルーンに色が付き始めた。　昨年は8/13に岡谷側を収穫している。

7 リンゴ 葉が黄変 メリット濃度が高かったせいかリンゴのみ葉が黄変している、ここのところの暑さも関係か？

21 本宅・南棟 追肥 梨　キウイ　リンゴ　の樹の周りにスコップで穴を掘り、鶏糞+あいのう有機+888化成肥料を入れて埋めた。

22 本宅・南棟 水やり 予報では夕方から雨だったが、降りそうもないので、梨　キウイ　リンゴの5本に120ℓの水を潅水した。

13 山の果樹園 香凛に見せる 香凛を連れて行き、果樹を見せた、プルーンが収穫時期が来ていたので一緒に食べた。

16 山の果樹園 プルーン収穫 岡谷側の樹が収穫時を迎えたので全て収穫した、良品が120球　熟れ過ぎ果が20球。スズメバチがいる

24 山の果樹園 草刈り 侵入道路とリンゴ　桃　洋ナシの周辺を草刈りした。桃を7～8個収穫して帰る。

25 山の果樹園 草刈り 梨の周辺を刈るが急に雨が降り出して帰る。

山の果樹園 黄金桃 3個が落ちて食い荒らされていた、樹では1個に黄色スズメバチが付いて食い荒らしていた、食べてみた

ら固いがすごく甘かった。　次回行ったら1個収穫して試食してみよう。

27 山の果樹園 桃の袋替え 黄金桃の良品の袋を外して黄色いリンゴの袋に替えた、約150枚。　落ちたり虫刺されが約20個。

29 山の果樹園 肥料入れ 梨　洋ナシ　桃　リンゴの根回りに穴を掘り、鶏糞+有機肥料+化成肥料を入れて土をかけた。

26 果樹 アルバリン殺虫剤散布 山の果樹園のリンゴ、ナシ、桃、洋ナシ、オブスナダのリンゴとナイアガラにアルバリン殺虫剤2,000倍液

27 山の果樹園 草刈り 一番上の段を草刈りした。

9 1 山の果樹園 黄金桃 約50個を黄色い袋にかけ替えた。タヌキに約10個荒らされ、蜂に約20個が刺された。　罠を掛けた。

2 山の果樹園 水やり 川から水を汲んで合計400ℓを潅水した。

30 山の果樹園 草刈り 残してあったところ全てを刈り終わる。
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確認すると15個以上がチョット刺されていた、完全良品は25個程度だった。　高湿氷温庫へ保存。

5 山の果樹園 黄金桃収穫 今日も22個程荒らされたので、少し早いと思ったがコンテナに1杯収穫した。家で良品をより分けると

3 オブスナダ・自宅 潅水 オブスナダのリンゴ12本に約400ℓの水を潅水。本宅前と南棟裏の果樹に200ℓの水を潅水した。

4 山の果樹園 黄金桃収穫 押さえてやや硬味が採れたものを約100個収穫したが、内　約10個が刺されて膿んでいた。自宅でも

7 山の果樹園 黄金桃収穫 1個荒らされていた、桃を約15個収穫した。　　残りは5個

8 南棟 リンゴ袋掛け替え 津軽19個と世界一20個以上をブドウの袋に掛け替えた。　　日焼け防止と色付けの為。

昨日の分を合わせて70個程を高湿氷温庫へ保存した。傷物が30個以上保存してある。

6 山の果樹園 タヌキ駆除 タヌキが一匹かかる。

山の果樹園 梨4本殺虫剤散布 頭と尻を持ち上げる毛虫が発生したので、トレポン乳剤を散布した。　　当日の朝は約60匹を手で駆除。

9 山の果樹園 タヌキ駆除 タヌキが一匹かかる。

オブスナダ りんご防除 黒星病が発生、マネージ水和剤を散布した。

山の果樹園 リンゴ、ナシ、洋ナシ防除リンゴと洋ナシに黒星病が発生、マネージ水和剤を散布した。

11 山の果樹園 黄金桃 最後まで残してあった5個を収穫したが、蜂ではなく蟻に荒らされていた。

本宅前 幸水梨 ほぼ9割を収穫した、お尻を確認して収穫したのだが、自宅に持ち帰り確認すると肩のあたりはまだ青い

本宅前 幸水梨 約10枚の袋を外して熟度を確認した、もう収穫してもいいかも。

10 山の果樹園 シナノスイート シナノスイートの袋を約70個、ブドウの袋に掛け替えた。

15 本宅前 幸水梨 残してあった30個を全て収穫した。

16 山の果樹園 幸水梨 袋を外して確認中の約30個を収穫した。

13 山の果樹園 幸水梨 袋を20枚ほど外して確認したが、まだ早い。

14 山の果樹園 幸水梨 袋を10枚ほど外して確認したが、まだ早い。

10 1 山の果樹園 南水梨 袋を破るほど大きくなったものがかなりある、ブドウの袋に掛け替えた、

18 自宅 桃の加工 固い桃と傷み始めている桃40個をビン詰めに加工した、12本の瓶詰めが出来た。

22 オブスナダ はるか袋替え はるかの袋を黄色い袋に掛け替えた、350球以上を替えた。今年は球が多きい　葉が多かったから？

自宅 桃の加工 瓶に8本を加工して、固い桃5個を残しておわる。

8 本宅前 豊水梨収穫 コンテナに2.5杯収穫した、今年の出来は最高だ。

6 自宅 栗拾い 自宅裏の栗がほぼ例年通り落ちた、約120ほど拾う。

7 自宅 栗拾い 今日は96ケ拾う。

10 自宅 栗の加工 昨日収穫した82ケを加工、煮てあった栗を瓶に4本出来た。　今日は106ケの栗を拾う。

11 山の果樹園 豊水梨の収穫 豊水梨を良品で250球、不良品は興和工業の砂防ダム現場に置いて帰る。

自宅 栗の加工 栗の皮を剥いて渋を取り、グラニュー糖で煮た。

9 自宅 栗の加工 青い鍋１パイの栗の皮を剥き、前日剥いた栗を瓶に詰め3本出来た。　今日は82ケの栗を拾う。

17 山の果樹園 スイートと洋ナシ収穫 シナノスイート全部と洋ナシを125個　手の届くところだけ収穫した。

オブスナダ シナノスイート収穫 自宅で山の果樹園で落ちた南水梨とスイートの糖度を測ると、南水が12度　スイートが11度だった。

12 自宅 豊水梨選別 昨日収穫した分の袋を外して、良品にはカバーを掛けて高湿氷温庫へ保存した。

13 自宅 栗の加工 水に浸しておいた栗を皮を剥き、青い鍋に一杯できた。

20 山の果樹園 南水梨収穫 コンテナに4箱の収穫をした、大きい物は650g以上あった。高湿氷温庫へ保存した。

21 上の畑 渋柿収穫 今年は数が少なく、その上熟してしまっている物が多い、約50～60ケを収穫した。

18 山の果樹園 洋ナシ収穫 130ケの収穫を行い、合計255ケ

19 自宅 洋梨の選別 良品とまあまあ品に選別した、ほぼ半々の状態だった。両方とも高湿氷温庫へ保存した。

オブスナダ 台風被害の確認 ハウスのビニールが裏の山側で止め金具が外れていた。リンゴは約15枚ほど袋が落ちていたが、

はるかは袋が風で飛ばされてもリンゴは樹に付いていた。

22 自宅 柿の皮むき 渋柿の皮を79ケ剥いて、熱湯に20秒間くぐらせて、洗濯場に吊るした。

23 山の果樹園 台風被害の確認 入口のシナノゴールドが8個程落ちていたがはるかは2個程　出来の悪いものが落ちていた。

11 4 自宅 果物整理 豊水梨を整理して1個にまとめ、キウイを小袋に小分けして高湿氷温庫へ保存。洋ナシの熟れ過ぎたもの

を瓶詰め用に鍋1杯加工した。

31 南棟裏 キウイ収穫 霜が来て葉が枯れたのでキウイを収穫した、収量は昨年に比べて大幅減収で250個程、でも球は大きい

15 自宅 干し柿 白カビが出てきたので、ひどい物は破棄して、良品をホワイトリカーで拭き、天日に当てた。

23 自宅 リンゴ選別 はるかの良品とシナノゴールドの大きい物を6～7ヶ続つビニール袋に入れて密封した。

13 山の果樹園 リンゴと南水収穫 ふじ　シナノゴールド　はるか全てと、残してあった南水を収穫した。

オブスナダ リンゴ収穫 シナノゴールドとはるかを収穫した。　自宅で選別したが、はるかに腐乱病果が一割あった。
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12 10 自宅 リンゴジュース 落ちたはるかをシュースに、保存瓶3本できた。

13 オブスナダ フジの収穫 最後まで残してあったフジ　約10球を収穫した。


