秋の七草、萩、尾花、葛、撫でし子、
女郎花、藤袴、桔伷、この花々も枯
れて、冬のおとずれがすぐ目の前。

米作り１年生

あっという間に１１月。カレンダーもあと２枚！

弱い人間が集まる小さな共同体であ

私のガーデニングも、ぼちぼち冬

あんなに暑かった夏のこともすっかりわすれてしまっ

今年、おままごとをしているような小さ

り、そこでは当然のように一人一人

支度をして一休み。ちょっぴり寂し

て、いつのまにか栗やさつま芋や新米など、秋のごちそう

な田んぼで、黒米の餅米を育てました。私

の気持ちが複雑に交錯し、モヤモヤ

い気持ち。

に囲まれています。あー思わず

が育てたとはとても言えないくらい近所の

が生まれるわけです。そんな人間同

( 絹子 )

人たちの力によってすくすくと育てられ、 士で起こることを自然は楽しむかの

食べすぎです。

田植えをしてから気づけば稲刈りの時期に

今、はまっていることを２つ。

ように、太陽は容赦なく空から照り

なっていたという感じなのですが。でも、 つけるし、田んぼに入れた足は泥沼

①ドライトマト作り
ミニトマトを半分に切って９０℃くらいのオーブンに１

ゴーバルのみんなでおしゃべりしながら手

にはまって抜けなくなるし、外で仕事をして

で田植えをして、そして収穫を喜びながら

いると自然のいたずらにも思えるようなこと

時間くらい入れます。かごに移して天日干し。お天気が良

小さなバインダーで稲刈りをしたことは、 が何度も起こります。でもそれが人間には持

ければ１〜２日でカラカラになります。
そのまま食べたり、

ゴーバルに何かしらの新しい風が吹いたよ

ち得ない自然のユーモアなのかもしれませ

サラダに入れたり。すっぱくて、甘くておいしい !!

うにも感じています。土に触れて、太陽の

ん。そして、まいるほどの太陽の暑さや、田

光を浴びながら仕事をしていると、たとえ

んぼに素足を入れたときの何とも言えない気

いつもと同じメンバーで働いていても、な

持ちよさや、そういう自然のユーモアがどこ

ぜかいつもとはどこか違った新しい気持ち

かで私たちの平安を守ってくれているように

になるものです。人間の集まる場所ならそ

感じるのでした。これからもゴーバルの中に

こには常に問題がつきもので、それは時に

自然の恵みが広がり、自然のユーモアがゴー

人間の力だけではどうにもならないことも

バルの製品の中にも生かされていったらいい

あるのかもしれません。ゴーバルもまた

なあと思います。

②冬の野草茶
冬の食卓にはあったかいお茶が必需品。春や夏に家のま
わりで摘んだ草を干しておきます。やかんに入れて煎じ、
朝に晩に飲んでいます。よもぎ、スギナ、オオバコ、クマ
笹、かきどおし、カラスノエンドウ、レモングラスやミン
トなど、その日の気分でブレンドして。
季節に応じて出来る事と出来ないこ

（桝本百々子）

毎年秋になると、山へ
はじめての黒米

きのことり。
今年も８１歳の父と楽しい
時間がすごせました。
( ちか子 )
今年の猛暑で、毎日の水やり。
その甲斐あってか、育てていたヒマワリ、コスモス、

マリーゴールドが花をつけてくれました。その種がとれ
そうなこの頃です。
小春日和を待ち、赤ちゃんの機嫌を伺いながら、種と
るぞーと思いつつ、あっという間に一ヶ月がすぎました。
春になったら可愛い芽をながめたい !!
どうか冬までに種をとり終えられますように。 （愛）

高校生の時に知った八木重吉の詩に、岩村の勝川邸の書道

と、やっておいた方がよいことややる

展で、思いがけず出会った。

べき事。そんなことの発見が生活の楽
しさなのでしょう。昔の人の知恵に

通年会員の方はご存じ、１０月分のおま

もっと耳を傾けていきたいと思いま

けに入れたゴーバル産の黒米。その収穫を

す。

私もやらせてもらいました。初めての体験、

（尚子）

さわやかな秋の風の中、楽チンではなかっ

カルメンマキが大好きで、黒い服の似合うマリコさん。マリ
コさんの書は、繊細で、墨の色もやわらか。「秋の詩が多いで
すね・・・」悲しみのなかでも、空や雲や川をうたっ
た重吉。その透明な心にふれ、なつかしい山や川を
思った。

たけれど、とてもいい気持ち。収穫ってい

書に向かう時には背筋を伸ばして一呼吸お

いな。

いてとマリコさん。そういえば、ヨガ

夏はあまりがんばらなかった自宅の畑。
たまった雑誌の整理をしていたら秋・冬号が多いことに
気づきました。「冬じたく」「冬につくる保存食」「冬の家
しごと」特集は冬の過ごし方ばかり。わたしは寒い冬が大

教室に行くと背筋をのばす心地よさを味

狭ーいところだけど、秋野菜を子どもと植

わう。寒くなると背中も丸くなるが、空

えました。収穫できるといいな。

を見上げて、新しい空気を身体に入れよ

（ふみよ）

う！

大大の苦手！でも、だから？こういう記事に惹かれたのか
しら・・。家での時間が楽しいのは案外冬かもしれません。

空のように きれいになれるものなら

手作りのケーキとミルクティーとか、チャイを飲みつつ針

花のように しずかに なれるものなら

仕事とか、水餃子の皮を手作りしてみんなで食べるとか ?!

価なきものとして

イメージだけでも膨らませて楽しく過ごしたいです！冬の
記事が活用されることを願いつつ・・・

これも 捨てよう あれも 捨てよう

（景子）
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( 真木子 )

八木重吉
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ゴーバルの顔（34）

−熊
熊よ −
ぶかぶかとゆれるランドセルのうしろ姿。鈴を鳴らし

石原

弦

概念は効率の妨げにしかならない。

てかけていく１年生の長男を窓からこっそり見送れば、

人間の働きは合目的である。種をまき、収穫を得る。

桝本大地
今年の夏、ゴーバルにやって
くることを決めた。理由はいろ
いろ。いいのか悪いのかはわか

工房長の
試行錯
錯誤
誤 （３）

「大地おかえりー」を何度言ったこ
とか。15 才で北海道、沖縄を皮切
りに色んな所に行っては、もう 24
歳になったんだ。学校はパスしたけ
ど、地球巡りから、たくさんの友達
と知恵をもらったみたい。
自分の生まれ育った小さな家で、
一人暮らしを始めたところです。
（真）

―自信の餃子種―
ゴーバルでは、豚の骨抜きから仕事

ついにやけてしまう。こけそうな走り方が誰かさんみた

それだけだ。しかしその種にしても大地にしても、本来

らない。わかっていることは、

いだ。父のランドセルには鈴はついていなかったが、今

人間の目的とは無関係に存在していたのではないだろう

やると決めて、いまここにいる

好みも味覚も見た目も中身も

の子どもたちは皆つけている。そう、出るんです、熊が。 か。そこで自然は自らの多様性を守るため、人間の目的

ということと、結構楽しんでい

バラバラ。出来上がった微妙に

バラ肉も均等に売れることを考えます。

特に今年は頻繁に熊の目撃情報が聞こえてくる。私の夢

を分解しようとする。害虫、雑草、病原菌…おなじみさ

ることと、今までより少し肩の

長さの違うソーセージを見て、

その中で一番の悩みはミンチ。スライ

にも出てきた。その原因はニュースでも騒がれているほ

ん達のおでましである。そして人はそれらの問題を克服

力が抜けているような気がする

どだが、騒いでいるだけでなく私たちは熊に学ばなけれ

すべく、さらに高度な技術を開発する。技術によって人

ということ。よく

くるしたねぇー」

も成形するときにどうしても端切れの

ばならない。熊だけではない。猿、

は自然の恩恵を、経済的な富に変換

ある例えで、もし

という会話がよく

肉が出ます。その肉達は精肉で売るミ

狐、狸、鹿、猪、兎、みんなお腹を

することができる。そしてそのおか

人生が川の流れだ

ある。良し悪しは

ンチかソーセージにするのですが、ど

すかせている。私たちは大丈夫だろ

げで私は飢餓を知らない。

ったとすると、き

別として、ある意

うしてもミンチの割合が増えてしまう

そうして手に入れた富を眺めて

っと今の僕は、川

味「作り手の顔の

のです。

うか？

が始まります。ということは豚丸々１

「あ、今日のは○○さんがくる

頭を処理するわけですから、ロースも

スをするにしても、ハムを作るにして

私は飢餓を知らない。お腹がすい

は、人々にはある確信が芽生えてい

の流れがぐるぐる

見える商品」だと

そこで今回は、その活用もありまし

て苛々するぐらいだ。そんな人間が

るかもしれない。私たちは技術によ

となってたまって

思う。そんなバラ

たし、何年も前から製品にしたいと思っ

心配するような事ではないよと、言

って自然を克服できる…と。しかし

いるような場所。

バラの人が集まっ

ていた餃子の具を作りました。自信作

ってくれる人もいるかもしれない

ながら私の心にあるのは人間的な確

あの、釣りをする

た中から出来上が

です。

が、毎日豚に餌をやって暮らしてい

信ではなく、熊のような不安である。

人ならきっと狙う

ったハムやソーセ

僕は餃子が大好きで、お店で食べた

んであろう、魚が

ージには、きっと

り、市販の餃子を食べたりしますが、未

ると、ある不安が芽生えてくる。餌

『名古屋・クアラルンプール補足議

がなくなったらどうしよう…と。餌

定書』も一つの成果ではあろうが、

潜んでいそうな、少し川の流れ

少なからずその人たちの「味」

だ、これより美味しい餃子を食べたこ

の注文をうっかり忘れたりすると、

なんだか心細い。何かあった時の保

から外れたところにいる感じだ

が入っていると思われ、僕はそ

とがありません。

たちまちこの不安は現実のものとな

障についてなんだろうけど、何かあ

ろうか。けっこう魅力的なポイ

れを「おいしい」と思う。おば

るのだが、単にそれだけのことでは

った時って、どんな時なのだろうか。

ントにさしかかったところだと

ぁちゃんが言っていた「みんな

ニラもふんだんに入れてあります。ニ

思う。

ゴーバルの肉はもちろん、キャベツ、

違って、みんないい」という言

ンニクは少し控えめに、生姜はおいし

ここで働く人それぞれがいろ

葉がぴったりな感じである。そ

さを引き立てます。隠し味には味噌を

る時、最も重要な問題となるのが生物多様性だと思う。 は熊たちの抱えている問題でもある。私は熊のように撃

んな考えを持って仕事をする。

の「味」の中に、自分もいる以

入れて深みのある味に仕上がっていま

養豚に限らず、農業全般の問題である。７０億に膨れ上

たれたり、捕まったりするのはごめんだ。ましてや子ど

まぁ、こんな田舎でハム作りを

上、
「正直なハムの味」が出来

す。

がった人類の胃袋を満たすべく発展してきた農業のして

もたち、孫たち、そのまたずっと未来の人たちが。

する物好きの集まりなので、ど

上がるためのお手伝いができた

きたことは多様性の排除に他ならない。人間の食物とな

こか似ているのかも知れないけ

らいいなと思う。

る生物のみに優位性を与えようとすると、多様性という

れど、でも、やっぱり違う。

ない。

そんなことを心配するのは私がヤ

この豚飼う月日の持続可能性をちょっとまじめに考え

ボだからということにしてもらいたいが、多様性の問題

おすすめかわら版
「ビッグイシュー日本版」
１５３号特集（茂木健一郎 meets ホームレス
の人びと）はおもしろい。５７歳が平均年齢の
おじさんホームレス。でもリーマンショック以
降、派遣切りで若い人が増えてきた。東京では
この２年間で１０歳若くなったという。
茂木さん、
「実はビッグイシューの売り上げ
が上がるってことと、日本社会が見知らぬ人に

−4−

も声をかけられるようになるってことが、同じ
ベクトルということだよね。…逆に言うとビッ
グイシューを買えた人は、その後の人生が変わ
るかもしれませんね。
」
「若者を襲う貧困」では毎年約１０万人とい
う高校中退者のお話。中退者は都会の底辺校に、
しかも貧困家庭の生徒に圧倒的に多いことが明
らかになってきた。定時制高校の聞き取り調査
をおこなって子供達の声を聞いてきた宮本みち
子さんのお話、
「バイトで家計を助ける生徒た

餃子好きには一度食べてもらいたい
一品です。解凍して皮に包んで焼くだ
けです。何とも簡単、便利な一品です。

ちが多くいて、もっと生きていくための教育を検討すべき時
がやってきた。
」
（私立高では無償化でも中退・滞納は改善せ
ずと１１月２日の新聞報道もありました。
）
たしかに、この雑誌は読み応えがある。毎回、特集記事は
新鮮で、どこに目を向けるのか、大事なことをわかりやすく
伝えてくれるのでおもしろい。都会に行かなくても、応援会
員になれば読めます。ことしのクリスマスにも是非おすすめ
の一冊。読んだ人の人生がキット明るくなってきます。
石原 潔

―流行のラー油種―
餃子を食べるにはやっぱりラー油。
今、
流行の（少し遅いけど）食べるラー
油をかけるとおいしさは倍増。そこで
この商品が登場しました。ラー油の素
を用意しましたので、これに熱く熱し
た油を注げば美味しいラー油の完成で
す。
ラー油が何とも簡単にできてしまう
のです。
アツアツご飯にかけてもまたうま
し !!
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（田中亮太）

い所を傷つけてしまったりします。

9

の日程で、今年も掛川のつま恋
で開かれる。天気に恵まれ、タ

なかなか上手くいかないから力ずくで骨を外そうと
してもうまくいかず、ホントに難しいのですが、そうい

コスと炭焼ソーセージを売りま
くり。

う時に違う角度から骨や肉を見てみると、ここに包丁が
こんにちはゴーバルの松本 遼です。

入っていなかったりとか、筋を切り損ねていたりしてる

今回は水曜と木曜日の解体を紹介したいと思います。

んです。入れるべき所に包丁を入れたら、力など入れな

豚は当番制で、その週の当番の人が朝早起きして、ト

くても簡単に肉と骨が外れるんです。いつも急ぎすぎて

ラックに乗り岐阜市まで山を降り、取りに行きます。

上手く骨が外れない時、同じ視点でばかり肉を見ている

枝肉という、内臓や頭や皮や足が無くなった半身の状

ときがよくあります。 一呼吸入れて違った角度から肉

態でゴーバルに運んできます。

を見たら答えが見えてきたりし

だいたいその半身は 40 キロぐ

て、それは僕の生活の日々の中

らいのものです。

でも言えてるなぁ〜と思いまし

ゴーバルに着くと、それを

た。

肩肉、バラ肉、モモ肉の三つの

うまくいかない時や、つまず

ブロックに包丁で切り分け、各

いたり、壁にブチ当たるとき、

パーツごとに班に別れて、骨を

一呼吸入れて、その問題を違っ

抜いて、余計な脂や血管なども

た角度から見れたり、アプロー

取り除いてハムや生肉用やソー

チできたら、良いなぁ〜と思っ

セージ用に整形していきます。

ているこの頃です。

肩に力

骨抜きは馴れるまで、なかな

をいれずに、余裕を持って過ご

かうまくいきません。骨がなか

して行けるように、これからも

なか外れず肉をギタギタにして

がんばります。

しまったり、傷つけてはいけな

ＡＰの看板持ち

（松本遼）

進とコンビで

ここで出会えます
ゴーバルハム（２７）
ゴーバルハム
（２７）
“ 樽生主義 ” のビアパブ！ビールのヨコタ

７月１７日 多治見の諏訪ちか
子さん来訪。羊毛のカーディン

６月１２日 愛農流通センター
株主総会が南知多の海辺で。潔、 グに。
進出席。鮮魚朝市の見学も。全 ７月２０日 AP バンクからの
国海つくり大会が串原の青少年 帰りに冷凍車が故障し、亮太、
侑子さん今日はミンチの袋詰め
センターで開かれ、出店。
小笠で足止めになり、リース会
６月１６日 大地、今日からゴ 社の代車で帰宅。カナダから大 さん到着。８月９日まで滞在。
ーバルのスタッフに。
地の友人ピーターさん夫妻と３ ７月３１日 恵那で新垣勉さん
６月２０日 「がらん」の中野 人の子供達が来訪。
のコンサート。三重から葛原さ
さん夫妻、桝本家来泊
７月２１日 幸司、食品衛生協 んと坪井さん、岩村からあゆみ
６月２４日

山形より高津妙子

さん、希和さん、由希穂さん来
訪。
６月２６日 ほたる祭りバザー

会会議。親川さん一家京都から
来訪。
７月２４日
福寿苑の

志くんと来
訪。
に出店。小雨の田んぼ道に、蛍 夏祭りに出
８月２日
が舞いホッとする。
店。熊本の
今日から
６月２７日 恵那で市民による 高丸さんか
５日間、大
映画づくりが進められていて、 ら、バジル
島侑子さん
そのオーディション会場で、出 初便。今年
研修に。大
店。
もソーセー
学で栄養士
７月６日 ソーセージ用に、北 ジ用にお世
の勉強中で
海道のタカラ農場のアスパラを 話になりま
す。
送って頂いた。
す。
８月３日
７月１０日 東京から、桝本華 ７月２５日
大垣養老高
ガンバって売ったよ！ AP バンク
子先生、安子さん来訪。
愛農流通センター主催の川遊 校の野々村篤司さんが来訪。
７ 月 １ １ 日 瑞 浪 の 大 泉 讃 さ びに参加。
８月５日 各務原から三谷義也
ん、まささん来訪。
７月２６日 石原家の屋根の葺 さん一家が来訪された。
き替え工事が始まる。昭 ８月７日 鐘ヶ江葉子さん、藤

静岡駅 / 新静岡駅から徒歩五

からお聞きになった

分、ユル〜い雰囲気の中で本格

のがヨコタさんのお

的な樽生ビールが飲める店。静

母さん。「ゴーバル

岡市役所すぐそば呉服町です。

の人とは小学校が同

カウンターは８席あり、ゆっ

じ、ひょっとしたら

たりとしたスペースで、ずらっ

同じクラスだったか

和３０年に草葺き屋根か

と並んだビアサーバーはなんと

も、
、、
」という話に

１５個！カウンターの向かいに

なり、ある日ゴーバ

もゆったりとしたテーブル。木

ルにお問い合わせメールを頂い

ら今の瓦屋根に葺き替え
られたとの記録が、屋根
裏にあった。築１５０年

の香り漂うビアパブです。ス

たのでした。お店に伺ったら、

ポーツバーの雰囲気も。静かに

まさにその通り。半世紀経って

ゆっくりとお過ごしになりたい

も変わらないのは同級生？。お

お客様に全面ガラス張りの窓際

いしいコクのあるビールにゴー

席も用意されています。

バルのソーセージ盛り合わせが

ヨコタさん、実は小学校同級

とてもよく似合います！ （潔）

生つながりです。ゴーバルハム
のことを清水区有東坂の自然
食品店「一粒の麦」佐藤さん
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ビールのヨコタ
〒 420-0031
静岡県静岡市葵区呉服町 2-5-22
ソシアルカドデビル 2F
Tel.054-255-3683
■営業時間
平日 17:00 〜 24:00
土日 / 祝日 15:00 〜 24:00
※定休日は木曜日です。

さんが来られ、ヨガ教室をやっ
て頂く。高津朝希くんが井上真

といわれる家だが、これ
でまだまだ大丈夫！
７月１３日 観光協会、食品衛
生協会総会。サンクゼールの久

７月２７日 千葉より西
郷美炎子さんが来られ、馬頭琴
コンサートを桝本家で開く。マ

世さん来訪。
７月１６日 梅雨明け？ AP バ

チュリ君と友人の山崎洋子さん
とお孫さんもご一緒に。

ンクフェス前夜祭。１９日まで

７月２８日

華子さんとまささん

広島から紺田穂波
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森美奈希さん、廣畑沙織さん、
田中家に来泊。
８月９日 滋賀より、伊藤郁雄
さんとお孫さん３人、植松信雄
さんが来訪され昼食を共にし
た。
８月１２日

安藤真由美さん、

吉村助産院で男の子を出産。オ
メデトウ！
８月１４日 大雨と雷で、ファ
ックスが故障。つかの間の晴れ
間に明智の花火見物ができた。

違いで可児市の明

８月１９日 進、
草平と 2 週間の
ネパール旅行に出
発。小関創太、啓
也君が東京からバ

９月１９日 串原
大運動会。保育園

稲刈り。
１０月９日

アジア保健研修所

から中学まで合同 （ Ａ Ｈ Ｉ ） の 研 修 生 11 人 と ス
で、大人も一緒に タッフの皆さんが来訪。色んな
白熱。
国のダンスで盛り上がる楽しい
９月２１日 秋晴 交流の時を持った。トマトを作
れの一日研修。松 る重春さんの家も訪問。

スで、初めて子供
だけで桝本家まで
やってきた。自由
研究に作ったティ
ピは、なかなかの
力作。
８月２２日 恵那

智駅に着き、迎え
の尚子大あわて。

センターの江崎さん、近藤さん
が来訪。
１０月８日 百々子の田んぼの

ティピの中で朝ご飯

川町のさんさん
ファームを訪問す

枝元なほみさんが
来訪。大阪から尾

道さん一家も来ら
もの。大鹿村の青
れ、夜はみんなで
木さんの農場にも
バーベキューと流
おじゃまし、魅力
しソーメン。
的な手作りの家や
８月２３日 明智
壮馬くんもお手伝い
の藤本奈那さん２日間の実習。 暮らし方に感心。
串原小３年の平林壮馬君も工場 ９月２６日 恵那みのじのみの
体験に。枝元なほみさん、ムカ り祭りに出店。
ゴソーセージ作りに挑戦。昼の ９月２７日 スイスからマルコ
まかないもお願いし、ナス味噌、 君 23 才来訪。スイス在住の尚
肉団子のトマト煮がパッパッと 子 の 友 人 の 紹 介 で、 ３ 週 間 の
滞 在 予 定。 日 本 語 の 修 得 意 欲
並んだ。
満々！
８月２４日

野菜の天ぷらなど 。堀里美さんと
柘植真理恵さんも参加。愛農大
学講座の為、亮太、景子は三重へ。
８月２５日 名古屋より土こや
しの会の方達がソーセージ体験
に。
８月２９−９月２日 韓国留学
中の長棟快君、近江八幡より榎
本空、光太君と来訪。残暑厳し
い日々。この夏は観測史上最高
の暑さとか。
９月１−３日 垣原愛実さん、
渡場文恵さん来訪。ネット検索

９月２８日

南修治さん、多治

見より田中正弥君と来訪。正弥
君（26 才）
、月曜日と水曜日に
体験実習をすることに。
９月２９日
任者講習。

幸司、食品衛生責

１０月１日 神戸でコープ自然
派生産者クラブ総会、潔出席。
１０月２日 ソーセージを詰め
る機械、スタッファーが不調で
大弱り。伊丹から永末さんに修
理に来てもらう。
１０月４日 愛農大学講座つな
がりで、恵那在住のポールさん、
ユウキさん夫妻と小原農地管理 なほみさんムカゴソーセージを作る！
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寄付金報告

さんと、しもんさん来訪。
１０月２３−２４日 第
一回「ゴーバルで聖書を
読む会」が榎本空君と

春のゴーバル便りで「愛真豚
２５」という名前で豚肉のセッ
ＡＨＩの研修生と阿波踊り

トを作り、その売り上げの一部
を島根県にある高校、キリスト

１０月１０−２０日 真木子、
埼玉に真依の産後の手伝いに。

ん達３人と見学来訪。
１０月１３日 地元松本で捕ま
ったイノシシを解体、スライス
する。
１０月１４−２５日 沖縄から
徳永菜、モモさん姉妹が桝本家
に来泊。
１０月１６日 上矢作の道の駅
ラフォーレ１０周年記念祭りに
出店。
１０月１７日 中山神社大祭と

愛真豚 ２５

１０月２０−２３日
百々子の友達の小林珠美

る。リンゴなどの １０月１１日 日進町のＡＨＩ
果樹栽培と養豚、 でオープンハウスがあり、バザ
肉加工と循環型の ーに出店。マルコと空君も活躍。
農場で、リンゴも １０月１２日 白川町の田口さ
豚たちも健康その んが、新世紀工房の村雲陽司さ

の食育講演会で話
をされた料理家の

昼食は今日もなほみさんのおい
しい料理。ビールで溶いた衣の

サニーヒルズ祭りに出
店。

マルコ、おはしに挑戦

百々子のよびかけで実現。京都
から小久保さやかさん、草平、
名古屋から須澤君、山田美穂さ
ん、朝希君も参加。夜はホーム
コンサートもあり、若者たちの
思いにあふれる集まりだった。
１０月２７日 MOA 中部販売
主催のソーセージ講習会に、春
日井などから 16 人の方々が参
加。昼は外で火を囲んでのバー
ベキュー。急な冷え込みで、喉
風邪が大流行。

教愛真高校に寄付するという企
画をやらせてもらいました。期
間は４月〜６月まで。寄付金は
２２０，４３５円になりました。
第２弾として７月〜９月まで
愛真高校同窓会の企画として行
いました。その時の寄付金は
７３，２７５円になりました。
本当に沢山のご協力をありが
とうございました。

ゴーバル製品のご案内
ハム・ベーコン・ソーセージ・チキン
ゴーバルの製品は発色剤、保存料な
どの添加物は使用していません。化学
調味料なども使いません。ハム、ベー
コンは３週間漬け込みをしてから、
ソーセージは３日間塩漬けにしてから
作ります。炭火で熱をかけ、桜の薪で
燻煙しています。チキンのソーセージ
とイタリアンローストチキンは愛農生
産組合の親鶏を、タンドリチキンは太
陽牧場の若鶏を使っています。
冷凍肉
枝肉から小分けして新鮮なうちにス
ライスして真空パックしています。串
原の木根地区の豚舎で石原弦が育てた
豚で、ハムやソーセージの原料にも
なっている良質の豚です。肥育期には
抗生物質や遺伝子組み換え飼料を使っ
ていません。においが少なく、くせの
ないおいしい豚肉です。

ウィンターギフト
A セットから I セットまで９種類
用意しました。その他にもご希望に応
じたセットをお作りしますのでご相談
ください。ギフト送料はお歳暮期間
（11/20 − 12/31）は全国均一６３０
円です。I セットは送料サービスにな
ります。
配送方法
通常ハム・ソーセージは冷蔵でお
送りしています。一緒に冷凍品をお買
い上げの場合は冷凍でお送りすること
になります。なお、こんにゃくは冷凍
ではお送りできないため、冷凍品と一
緒のご注文の場合は 2 個分の送料が
かかります。一万円以上のお買い上げ
の場合は、ご自宅送り一個分の送料は
サービスになります。
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