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無農薬・有機栽培にこだわり続けて 41 年。



41 年目の新茶に寄せて

　無農薬の茶作りを始めて 41 年、振り返ってみると長いよう

で短い年月。始めた当初栽培が確立しない頃、悪戦苦闘や地域

からの反発など大変な時代はあったが、それらを乗り越えられ

たのは消費者の皆様の交流と支えがあったからこそ。そして今、

茶畑の面積を増やすことができただけでなく、緑茶加工場、紅

茶加工場、仕上げ加工場、袋詰め／発送工場と自前の工場を持

つこともできた。41 年前に想い描いていた「畑から発送まで

のすべての工程を独自ラインで」という夢が実現したのは、言

うまでもなく、私たちの活動に共感してくれる多くの方々の励ましと支えがあったからこそ。

　この間、地域の生産者仲間も 10 戸ほどに増えた。お互いの茶畑を見て回ったり、加工技術の意見交換

など切磋琢磨できる仲間がいたから、共に技術を磨き、無農薬茶の生産を安定させることができた。

　私たちの茶畑を訪れた方は、まず病害虫の被害がほとんど無いことに驚かれる。「無農薬＝病害虫」で

はないという事を、私たちの畑は証明している。農薬を散布してもなかなか抑えられない害虫が、私たち

の無農薬の茶畑では全く問題にならない。その背景には、私たち人間の目に見えないところで活動してい

る生き物たちの豊かさがある。その多様性を大切にしていれば、農薬に頼らずとも豊かな稔りを享受でき

る。私たち茶百姓は大きな自然のサイクルの中に畑をそして自らを置き、日々農作業に勤しんでいる。

　若い世代も後継者としてそれぞれの力を発揮している。これから先の 40 年は、後継者たちが協力し合

い、会を発展させてくれるだろう。後継者が育つことが、これまで私たちのお茶を買い支えて下さった皆

様への最大の恩返しになると嬉しく思っている。

　私は今年で 74 歳になる。30 年後、40 年後を見据えて、重機を使い茶畑の造成・改植作業をしている。

今春は 30 アールに 6,000 本の幼木を植え付けた。「お茶の味」は生産される芽の良し悪しで 70 ～ 80％

決まると云われている。無農薬の場合、成園になるまで 8 ～ 10 年ほどかかるが、そこで採れる新茶の味

を思い浮かべながら、1 本 1 本植え付けている。百姓が未来を思い、夢を馳せられる幸せを日々噛みしめ

ている。私たちが作る茶には百姓の生き様、想い、汗、歴史のすべてが内包され、ひとつの味わいを作り

出している。だから、この地域でしか、そして私たちにしか作ることのできない茶になる。

　私は茶の里に生まれ、茶の里に育ち、茶を生かし、茶に生かされてきた。茶を通し、全国そして海外の

多くの方々と巡り出会うことができた。茶百姓で良かったとつくづく思う。

　私たちの無農薬茶作りは、人と共にあり、そして日本の豊かな自然と共にある。私たち人間ができるだ

け環境に負荷をかけずに生きていけたら、自然はその多様性をもって私たち人間に恩恵をもたらしてくれ

る。それを日々肌で感じている百姓だからこそ、原発の再稼

働、戦争法案に断固として反対する。原発の無い世界、そし

て平和を求める。孫やその子らに豊かな自然と未来を手渡す

ことが、私の仕事だ。

2017 年春　人と農・自然をつなぐ会

代表　杵塚敏明



有機 JAS 認証を取得しました

　パッケージに「有機栽培」と書かれ、有機 JAS マークがついていても、農薬を全く使わずに栽培され

た食品かというと、実はそうではありません。JAS 法では、基本的に天然由来の農薬ならば使用しても「有

機栽培」と表記してよいことになっています。しかし、天然由来の農薬でも化学的に合成された農薬でも、

万が一農作物に残留すると同じように危険であることは変わりありません。また、農薬散布により自然

界の生物多様性を損なうことも変わりありません。

　私たちは、自然に調和した栽培方法で、安心・安全でおいしいお茶を作ってみなさまにお届けしたい

という想いを共有するお茶農家の集まりです。私たちは JAS 法で使用が認められている農薬も一切使用

せず、41 年間、静岡県の山間地でお茶を有機栽培してきました。にもかかわらず、これまで有機 JAS 認

証を取得しなかったのは、認証にかかる経費の問題もありますが、何よりも一部農薬の使用を認める

JAS 法に疑問を持っていたからです。

　しかしながら近年、有機栽培の食品が普及し、有機 JAS マークも認知されていくにつれて、「有機 JAS

マークが付いていた方が安心して買える」というお客様の声が大きくなってきました。私たちはこれまで、

自ら生産するものを自ら販売することで、生産に見合った価格を守り、地域の農業を守ってきました。

若年層のお茶離れや市場価格の低迷など茶産業全体が厳しい現状に直面している中、生産者仲間で話し

合いを重ね、このたび有機 JAS 認証を取得いたしました。パッケージにも有機 JAS マークをつけ、装い

新たにリニューアルいたしました。

　有機 JAS 認証を取得後も、私たちは JAS 法で使用を認められている農薬も一切使用しません。農薬を

使わずにお茶を栽培することは、安心・安全なお茶を皆様にお届けするということだけでなく、豊かな

自然環境を守り、生物多様性を次の世代に残していくことにつながるという信念を持っているからです。

　パッケージは新しくなりましたが、お茶と、お茶に込めた私たちの

信念はまったく変わりません。これからもお茶の向こう側に茶畑の風

景や農家の想いを感じていただけるようなお茶作りをしていきます。

　お茶を半分、百姓の心を半分、ご賞味ください。

お茶を半分、百姓の心を半分、ご賞味ください



想いをつなぐお茶づくり

また 1人、新しい家族が増えました！凜ちゃんです。

敏明・かづ江
一起・佳苗
啓助（3歳 4ヶ月）
凛（6ヶ月）

浩之・歩
樹（2歳 2ヶ月） 民子

浩之・歩・樹（たつる）

家族そろってケガなく元気に新茶期を乗り越え

ることが目下最大の目標です。（浩之）

子育てを通して百姓の感性を磨かれている

日々。これからの糧にしていきたいです。（歩）

ウーメノ、コエダデ、ウグイスガ～♪（樹）

一起・佳苗・啓助（けいすけ）・凜（りん）

ただひたすらに良いお茶を作りたいです。（一起）

産休、育休でゆっくり休ませてもらった恩返しを

していきたいです。（佳苗）

ケイチャン、オシゴト、イッテクルネ！！（啓助）

ヒー、アゥア！（凜）

民子

海外からのお客様向けに、茶畑の見学、テイス

ティングを含めたお茶ツアーに力を入れていま

す。日本茶の素晴らしさを世界に広めていきた

いです。

敏明・かづ江

未来を夢見て今年も茶の樹の植え替えをしてい

ます。お茶と平和のために生きます。（敏明）

未来の担い手の孫たちへバトンを渡せるよう、

まだまだ現役で頑張ります。（かづ江）



良い百姓は、良い作物を作る前に、良い土を作る

私たちは、農薬や除草剤だけでなく、化学肥料も一切使いません。自家設計した有機肥料と、飼育してい

る馬の糞から作った堆肥を土に入れています。土の中の微生物やミミズなどが増え、それらの働きにより、

有機物は植物が吸収できる栄養へと分解されます。肥沃でフカフカな土に茶樹は力強く根を張り、良質な

茶の生産につながります。良いお茶の原点であるフカフカの土を触りに、ぜひ茶畑を訪れてください。

生態系

無農薬・有機栽培とは、農薬や化学肥料を使わ

ないだけでなく、自然界の生態系と人との共存

を大切にすることです。無農薬の茶畑には害虫

もいますが、害虫を捕食する益虫もたくさんい

ます。テントウ虫、クモ、カマキリ、ヘビ、小

鳥なども生息し、とても賑やかです。

仲間作り

おいしい無農薬茶作りには良い生産者仲間が

不可欠です。生産者同士で茶畑の土作りにつ

いて情報交換したり、製茶技術向上を目指し

て切磋琢磨することで、良質なお茶が生まれ

ます。今後も産直運動を通して、志を同じく

する仲間の輪を広げていきます。

原点は土づくり



茶師　杵塚一起

（荒茶加工）

アメリカへ留学後、帰国して就農。茶畑で農

作業をする傍ら、茶の収穫期の度に荒茶加工

場へ通い、荒茶加工を学ぶ。師匠の引退を機

に独立し、緑茶全ての荒茶加工を手がける。

昔ながらの手揉みの技術も修行中。

数ある私たちのお茶の種類の中で、もっとも

定番なのが、「やぶきたみどり」です。旨み、

甘み、渋みのバランスが良く、山のお茶なら

ではの複雑な香りと深い味わいが特長です。

やぶきたみどり 100g　864円

うまみを引き出す蒸し加工

お茶の葉は摘み採った後工場へ運び、その日のうちに荒茶に加工します。荒茶加工で特に大切なのは茶葉

の蒸し方です。この蒸し時間が短いと浅蒸し、長いと深蒸しと呼ばれます。一般に、山間地では日照時間

が短く、川霧にも包まれるため、育つお茶の新芽はやわらかくて薄くとても繊細です。そのため、山間地

のお茶は浅蒸し～中蒸し向きで、葉の形状が残ったお茶になります。一方、平坦地では日照時間が長いため、

お茶の新芽は厚みがあり、深蒸しに向いています。砕けて粉っぽい形状のお茶になります。私たちのお茶は、

浅蒸し～中蒸しで仕上げ、山のお茶ならではの新芽の旨みを最大限引き出す蒸し方を追求しています。



お茶に磨きをかける職人技

茶師　杵塚民子

（仕上げ加工）

中国へ留学後、帰国して就農。お茶に磨きを

かける仕上げ加工の奥深さに魅了され、7 年

間茶商の元で修行。2010 年に茶師として独

立し、現在はすべてのお茶の査定から仕上げ

加工、包装、発送までを一手に担っている。

春に芽吹いた新芽を初摘みしたお茶です。

茶師が厳選した上質な茶葉のみを使って丁寧

に仕上げました。山のお茶の甘みと旨みが凝

縮したお茶です。

初摘みみどり 65g　1,419円

お茶の仕上げ加工とは、荒茶を選別、整形して火入れをする、お茶に磨きをかける最終工程です。知識と

経験だけでなく、鋭い味覚と嗅覚が必要な職人技です。私たちは、より新鮮で高品質なお茶をお届けする

ため、ご注文をいただくたびに冷蔵庫から荒茶を出庫して仕上げ加工をしています。

仕上げ加工をするためには、そのお茶を知り尽くしていなければいけません。私たちは生産から荒茶加工

までを一貫して行っていますので、どの山の茶畑で、誰が育てたお茶か、どのような蒸し具合で荒茶加工

をしたか、すべてを把握しています。そのため、そのお茶に最適な仕上げ加工をすることができるのです。



発酵茶マイスターの和紅茶作り

初夏の新芽を収穫して作った和紅茶です。渋み

が少なく、自然な甘みがありますので、砂糖・

ミルクを入れずにストレートで飲むのに最適で

す。

和紅茶『瀬戸谷もみじ』 100g　700円

和紅茶はとても珍しいと思われがちですが、実は日本では 1874 年から紅茶生産が始まり、多い年には

8,000 トン以上も生産され、海外にも輸出されていました。ところが、1971 年の紅茶輸入自由化によっ

て生産量は激減し、現在では 120 トンほどにまで落ち込んでしまいました。和紅茶の文化を守りたい、茶

の生産農家を守りたいという思いから、1981 年から和紅茶作りを始めました。

日本の緑茶品種であるやぶきた種由来の自然な甘みを持ち、日本の食文化によく合うすっきりとした和紅

茶を追求しています。

発酵茶マイスター　杵塚歩

アメリカへ留学後、帰国して就農。紅茶に魅せ

られ、インドやスリランカで紅茶加工技術を学

ぶ。日本のやぶきた種を使った、日本の気候と

風土に合う和紅茶作りを追求する。2012～

2014 年、静岡県の発酵茶マイスターに選ばれ、

講師を務める。2012 年、中日農業賞受賞。



　私にとって今年で 16 回目の紅茶作り。今年も学びの多いシーズンだった。 時々、「緑茶の樹と紅茶

の樹はどう違うのですか ?」という質問を受けることがある。ご存知の方も多いと思うが、 緑茶も紅茶

も同じ茶葉から作ることができる。茶樹といってもいくつもの品種があり、中には緑茶に適したもの、

紅茶に適したものという向き不向きはあるが、どの茶樹からとれた葉も加工方法を変えることで緑茶、

ウーロン茶、紅茶に作り分けることができる。私たちの生産する和紅茶「瀬戸谷もみじ」は緑茶品種の「や

ぶきた」から作られている紅茶だ。一般的に「やぶきた」は紅茶品種と比べカテキン量が少なく発酵

しにくいため、紅茶づくりには不向きといわれる。が、一概にはそうではないということが、今年の発見。

　紅茶の出来を見るためのテイスティングでは、茶の味だけでなく、香り、液体の色、そして茶殻を見る。

茶殻を観察することで発酵の度合いを知ることが出来る。茶殼が全体的に赤く変色していれば完全に 

発酵している証拠。反対に緑っぽい色をしていると発酵が不完全であるということ。

 　今回、紅茶の委託加工を依頼され、普段は加工する事のない農薬を使用して栽培された「やぶきた」

を加工する機会をいただいた。持ち込まれた茶葉はスッと伸び柔らかで素晴らしい芽だった。それに

比べ、無農薬の茶葉は 6 月上旬頃から発生するウンカという害虫に吸汁されるため、芽の伸びは抑え

られ見た目は悪い。が、それらの茶葉を加工し始めると香りがまったく違うのだ ! ウンカの被害を受け

ている無農薬の茶葉の方が断然に香りが良い。そして、完成した紅茶の発酵具合もはっきりと違いが

わかる。一方は赤っぽい色、他方は緑が残った黒っぽい色をしている。どちらも「やぶきた」を同じ

工場で加工したもの。違いは赤っぽい方が無農薬有機栽培の茶葉、緑が残った方が農薬・化学肥料を使っ

て栽培された茶葉であること。

　紅茶やウーロン茶など発酵茶をつくる台湾やインドなどの産地では、このウンカこそが美味しいお

茶づくりのカギを握っていると言われている。京都大学の坂田完三先生の研究でもウンカの食害によっ

て加えられたストレスによって茶葉の中で変化が起こり茶の香気が豊かになることが化学的に解明さ

れている。

　緑茶品種の「やぶきた」も無農薬栽培されたものは立派に発酵してる。その味はまるみがあり柔

らかで後味もスッキリ。農薬を散布しないということは畑とその周辺の豊かな生態系を維持するだ

日本の紅茶 杵塚歩　農作業誌「息吹」より

コラム

けでなく、植物が本来持つ可能性を引き出し、私達の暮らしに

豊かさをもたらしてくれるということを、きれいに発酵した茶

葉が教えてくれた。日本の大地を守り、日本では日本の食に合っ

た紅茶を作りたいと思う。



季節に合わせたお茶づくり

春 夏 秋

一番茶（新茶） 二番茶 番茶

蒸す

揉む

乾かす

しおれさせる
（萎凋）

揉む

発酵させる

乾かす

蒸す

揉む

乾かす

紅茶
（完全発酵茶）

緑茶
（不発酵茶）

緑茶
（不発酵茶）

炒る

ほうじ茶

微粉末にする
炒り玄米
とブレンド

玄米茶微粉末緑茶

緑茶
（不発酵茶）

紅茶
（完全発酵茶）

ほうじ茶

微粉末緑茶

玄米茶

緑茶は、摘み採った茶葉をまず蒸します。蒸すことで茶葉に含まれる発酵酵素

を不活性化します。蒸した後、茶葉を揉むことで、少しずつ水分を抜き、細長

い形状に整えていきます。最後に火を入れて乾燥させて出来上がりです。発酵

をさせないため、緑茶は不発酵茶とも呼ばれています。私たちの緑茶はすべて

春の一番茶です。一番茶は一般的に、6 月末くらいまで新茶と呼ばれています。

紅茶は、摘み採った茶葉を 18 時間ほどかけてしおれさせます。これを萎凋（い

ちょう）と呼びます。萎凋させることで、茶葉は発酵酵素を活性化させます。

その後茶葉を揉み、1 時間ほど茶葉を広げておきます。その間に発酵酵素の働

きで、茶葉に含まれる緑色の成分が赤茶色に変わっていきます。最後に火を入

れて乾燥させれば出来上がりです。紅茶は完全に発酵させるため、完全発酵茶

と呼ばれています。私たちは初夏の二番茶を紅茶に加工しています。

緑茶を高温で炒っ

たお茶が、ほうじ

茶です。私たちは

秋の番茶をほうじ

茶に加工していま

す。

春の一番茶を微粉

末加工したお茶が

微粉末緑茶です。

「食べるお茶」と

呼んでいます。

春の一番茶と炒り

玄米をブレンドし

たのが玄米茶で

す。

緑茶も紅茶もほうじ茶も、同じ畑の茶葉から作ることができます。それぞれの摘み採り時期と、加工方法

が異なるだけです。茶葉は春の一番茶（新茶）、夏の二番茶、秋の番茶と、1 年間に 3～4 回摘み採ること

ができます。私たちは季節ごとの茶葉の特性に合ったお茶に加工しています。



大切な人へ、お茶の時間を

緑茶セット 2,400円
初摘みみどり 65g・やぶきたみどり 100g

緑茶・紅茶セット 1,800円
やぶきたみどり 100g・瀬戸谷もみじ 100g

お茶缶入り
緑茶・紅茶セット

3,800円

やぶきたみどり 200g・瀬戸谷もみじ 180g

記載のセットの他にも、ご予算、
ご要望に応じて組み合わせること
ができますので、お気軽にご相談
ください。

贈答箱は包装紙に包んでお送り

します。各種の熨斗（のし）もご

用意しています。

＊

＊

お茶は一度定植すると土中に深く根を伸ばすこと、永年作物であることから、「結婚後にしっかり根付いて良

い家庭を作る」縁起物として結婚のお祝いなどに用いられてきました。また、お茶の樹自体が長寿であるこ

とや、お茶には様々な健康効能があるため、無病息災・不老長寿の象徴として、敬老の日のギフトとしても

最適です。大切な人へ、お茶の時間を贈るギフトセットです。

緑茶・紅茶 3本セット 3,100円
初摘みみどり 65g・やぶきたみどり 100g

瀬戸谷もみじ 100g



かぶせ茶は、摘み取りの 3 週間ほど前に寒冷紗と呼ばれる黒い遮光幕で茶の木全体

を覆います。直射日光を遮断することによって渋みのもとであるカテキンが少なく、

旨みのもとであるテアニンが多くなるため、玉露の旨みと煎茶の爽やかさを併せ持

つのが特長です。かぶせ茶特有の風味と旨みをお楽しみいただくには、1 煎目は

50℃程に冷ましたお湯で 3 分間浸出してください。

冠（かぶせ）茶

春に芽吹いた新芽を初摘みしたお茶を『走り新茶』と茶農家は呼びます。秋から準

備される幼芽は厳しい冬を乗り越え長い月日をかけて育つため、濃厚な香りと味わ

いが内包される最高級茶です。茶師が上質な茶葉のみを厳選し丁寧に仕上げました。

特別なお客さまをもてなす時や、贈り物にも最適です。茶の甘みと旨みをお楽しみ

いただくには、1 煎目は 50℃程に冷ましたお湯で 3 分間浸出してください。

初摘みみどり

新茶期の早い時期から八十八夜の頃に摘んだ茶葉のみを使った高級茶です。八十八

夜に摘んだお茶を飲むと無病息災、長寿をもたらすと昔から言われます。カフェイ

ン、カテキン、タンニンの含有率が高く、甘み、渋みのバランスがとれたお茶です。

ご家庭用、贈り物にもどうぞ。茶の甘みと旨みをお楽しみいただくには、1 煎目は

50℃程に冷ましたお湯で 3 分間浸出してください。

春の香みどり

「やぶきた」という品種は、味、香り共に最高峰の茶種です。甘みと渋みのバラン

スが良く、深い味わいが特長です。煎茶はビタミン、カテキン、タンニン、ポリフェ

ノール、カフェインなどの成分を豊富に含み、抗菌、抗がん、美肌、動脈硬化予防、

ストレス解消、疲労回復など様々な効果があります。ふだんご家庭でお飲みになる

のに最適なお茶です。1 煎目は 60℃程に冷ましたお湯で 2 分間浸出してください。

やぶきたみどり

日本茶の始まりである在来種を含む、5 月上～中旬頃に収穫する一番茶です。お茶

を摘み取る際に含まれる、香り高いくき茶、味わい深い粉茶をそのまま残す、昔な

がらの荒作り製法で仕上げました。後に残るほどよい渋味が特徴です。

80℃程のお湯で 1 分間浸出してください。

瀬戸谷みどり

収穫した生茶葉から煎茶にする最初の蒸し工程の時間を、通常よりも少し長めに

取って作られたお茶を深蒸し茶と呼びます。長めに蒸すことによって、茶葉の細胞

がほぐれ、成分がよりよく抽出されるため水色は深緑色です。

山間地の茶葉は繊細なため、平地の深蒸し茶よりも少し蒸しを弱めることで、特有

の渋みと甘みに加え、やわらかい芽の風味をお楽しみいただけます。

山の深蒸し

50g　1,337円

65g　1,419円

65g　1,188円

100g　864円

100g　626円

100g　1,080円

人と農・自然をつなぐ会では、2011 年以降、毎年放射性物質の含有検査を実施しています。2016 年新茶の検査の結果、2015

年に引き続き、お茶の浸出液から放射性物質は検出されませんでした（検出限界 0.9Bq/kg）。安心してお飲みいただけます。



前年に生産された一番茶を荒仕上げした蔵出し茶です。日数を経てもお茶が劣化し

ないよう、冷蔵庫で適切に保管しています。熟成させることで新茶特有の青臭さが

抜け、まろやかな味が特徴です。江戸時代、お茶通だった徳川家康公は、深い味わ

いの蔵出し茶を好んで飲んだと伝えられています。熱湯で浸出してお飲みください。

深みどり

一番茶の仕上げ加工時に選別した茎を丁寧に仕上げたお茶です。水色は濃く、香り

の高い、さっぱりとしたのどごしの味わいが人気です。若々しい味と爽やかな香り

は、気分をリフレッシュするのに最適です。

茎茶特有の爽やかな香りを引き出すために、熱湯で浸出してお飲みください。

食べるお茶は、やぶきた種の一番茶を微粉末加工したものです。緑茶には多くの健

康成分が含まれています。カテキン、ポリフェノール、各種ビタミン群等、すぐれ

た成分をまるごとお召し上がりいただけます。急須を使わずに、適量をお湯、また

は水に少量溶かしてお飲みください。飲料としてだけでなく、お料理、お菓子作り、

焼酎割などにもどうぞ。

食べるお茶

初夏の新芽を収穫して作った和紅茶です。スリランカから輸入した揉み機を使って、

こだわりの製法で丁寧に仕上げました。渋みが少なく、自然な甘みがありますので、

砂糖やミルクを入れずにストレートで飲むのに最適です。紅茶は抗酸化作用のある

ポリフェノールを豊富に含み、身体を温める効果、リラックス効果、疲労回復効果

などがあります。熱湯で３～4 分間浸出してください。

和紅茶『瀬戸谷もみじ』

玄米は国産米、お茶は 5 月中旬に収穫する一番茶を使用しています。玄米の

香ばしい香りに満ちたさっぱりとした味わいが特徴です。ビタミン B1 を豊富

に含み、滋養の面でも魅力の、風味豊かな玄米茶をどうぞお楽しみください。

玄米茶

抹茶入り玄米茶

国産玄米を JAS 有機抹茶でコーティングし、一番茶とブレンドしたお茶です。

抹茶の鮮やかな緑色と、玄米の香ばしくてさわやかな風味をお楽しみください。

5 月に収穫した一番茶を高温で深く炒った高級ほうじ茶です。マイルドで深く

上品な味わいが魅力です。後味にふんわりとした甘みをお楽しみください。

上ほうじ茶

ほうじ茶
秋に収穫した番茶を強火で炒ったさわやかな火香と軽快な味わいが特徴です。

カフェインやタンニンの含有量が煎茶と比べて少なく、小さなお子様やお年寄

り、就寝前のお茶としてもお勧めです。熱湯でさっと抽出してください。

くき茶みどり

100g　518円

100g　703円

50g　864円

100g　700円

200g　648円

100g　625円

200g　540円

100g　702円



無農薬有機みかん（冬季）

想いをこめて、こだわって育てています。

静岡県は、お茶と並んでみかんの適産地でもあります。わが家では、お茶と同様、みかんも完全無農薬有

機栽培です。みかんの木は雑草にも病害虫にも負けず、太陽の光をいっぱいに浴びて、力強く育っていま

す。その木から採れるみかんの実はとても濃厚な味わいです。同じみかんの木でも、実のなる位置や日当

り、実の大小などで微妙な味わいの変化があります。ありのままの自然なみかんをお届けするため、選果

はしていません。それぞれのみかんの顔と表情をお楽しみいただけると嬉しいです。

土作り

自家設計した有機原料 100％の肥料を使用し

ています。肥料が多過ぎたり遅過ぎたりする

とみかんの味が落ちてしまうため、長年の経

験から施肥時期を見極めています。

無農薬

殺虫剤、除草剤、除菌剤を一切使用していませ

ん。広いみかん畑の雑草取りはすべて手作業で

行っています。害虫対策は、カミキリムシ対策

として木の根元をアルミで巻いていますが、基

本的には自然の生態系に任せています。農薬を

使用せずにみかんを栽培できるのは、山の豊か

な生態系のおかげです。



旬のみかんを、旬の季節に

濃厚みかんジュース 1 本（720ml）　850円
3 本セット　  2,500円

青島みかん 1 箱（5kg）　2,500円
1 箱（10kg）4,500円

早生みかん 1 箱（5kg）　2,500円
1 箱（10kg）4,500円

旬の柑橘詰め合わせ 1 箱（8kg）　3,800円

旬の柑橘詰め合わせは、青島みかん、ネーブル、
キンカン、ハッサク、バンペイユ、甘夏など、
3～5 種類の詰め合わせです。旬のみかんを旬
の季節にお届けしているため、時期により内
容は異なります。

ご注文受付・発送：11 月中下旬～

ご予約受付：11 月下旬～　発送：12 月中旬～

ご注文受付・発送：1月中下旬～3月

青島みかんを丸ごと搾ったスト
レート果汁 100％ジュースで
す。完全に追熟させてから搾る
ため、濃厚な味わいが自慢です。

＊早生みかんは少量のため、ご予約は受け付けておりません。



稲とアイガモ、その伝統農法を受け継いで

 アイガモ農法で育てた無農薬・有機栽培のお米です。

　アイガモ農法は、田んぼの中で稲と一緒にアイガモを育てる農法です。アイガモが雑草や害虫を食べてく

れ、糞は有機肥料になるため、農薬や除草剤、化学肥料を一切使用しなくても、稲は力強く育ちます。田植

えの頃、小さな雛だったアイガモは、稲と一緒に成長します。日本の農村に伝わる昔ながらの農法を若い世

代が受け継ぎ、大切に育てたお米です。品種は時期により、「こしひかり」、または「あいちのかおり」です。

8 年前からたくさんの仲間たちと一緒に続けてきた無農薬の米作り。機械化が進んだ今では珍しくなった稲

の手植え、手刈りの風景を次世代に残していきたいと思っています。毎年田植えと稲刈りの交流会を開催し

ていますので、ぜひ田んぼにお越しください。

　三五八（さごはち）は、塩、糀、米をそれぞれ 3:5:8 の割合で配合して熟成させた発酵調味料です。塩の

代わりに万能調味料としてお使いいただけます。糀の奥深い甘みとコクが特長です。ぜひお試しください。

わこうど米

わこうど米

（玄米）

＊おかげさまで、2016 年収穫のわこうど米は売り切れ間近です。2017 年新米の予約を受け付けています。

  5kg　3,500円

新商品

三五八   100g　500円

有機玄米

有機玄米糀

天日塩

原材料：



大地の恵み　里山からの贈り物

 有機玄米糀・有機大豆・天日塩使用

　わこうど味噌の原料の米は、田植えから稲刈りまでをすべて手作業で行い、アイガモ農法で育てた無農薬

有機米です。ビタミン、ミネラル、食物繊維を豊富に含む玄米にこだわり、自家製玄米糀を仕込んでいます。

原料の大豆も毎年自家採種した種を 7 月に蒔き、無農薬有機栽培で育てた大豆です。地下水で味噌を仕込ん

だ後は、吉野杉の大樽で長期熟成させています。添加物、保存料などは一切使用していません。玄米糀なら

ではの奥深い味わいとコク、有機大豆のうまみをお楽しみください。冬季（1 月～3 月）には、玄米糀単品

でもお買い求めいただけます。

　豆味噌は、有機大豆に糀菌を打ち、4 年間熟成させました。大豆のうまみがぎっしり詰まっています。長

期熟成味噌ならではの深いコクをお楽しみください。手間と時間をじっくりかけて作った限定品です。

わこうど味噌

有機玄米糀

有機大豆

天日塩

わこうど味噌 1 パック（800g）　980円

原材料：

豆味噌 1 パック（500g）　1,200円

有機大豆

天日塩

原材料：

＊ 冬季（1月～3月）には、わこうど玄米糀もお買い求めいただけます。1パック（1kg）1,404円です。

豆糀 玄米糀

新商品



昔ながらの梅仕事

有機梅・有機赤紫蘇・天日塩使用

　無農薬有機栽培で育てた梅の実を摘み取り、赤紫蘇と天日塩だけで長期間漬け込んだ自家製梅干しです。

添加物、保存料などは一切使用していません。1 つ 1 つ実をひっくり返しながら丁寧に土用干ししていま

すので、力強い陽射しをいっぱいに浴びた梅の自然な甘みが自慢です。伝統的な製法でじっくり時間をか

けて熟成した梅干しだからこそ、疲労回復、動脈硬化の予防、食中毒の予防など、様々な健康効能があり

ます。

　抗酸化作用の強い梅の栄養素がたっぷり詰まった赤梅酢は、美容と健康にぴったりです。野菜の浅漬け、

酢のもの、ドレッシングの他、お料理の隠し味にどうぞ。

　赤紫蘇ゆかりはご飯にふりかけたり、和え物のアクセントに。

梅干し 1 パック（200g）514円

有機梅

有機赤紫蘇

天日塩

原材料：

赤梅酢 小瓶（200ml）　514円

有機梅

有機赤紫蘇

天日塩

原材料：

赤紫蘇ゆかり 1 パック（30g）　378円

有機赤紫蘇

有機梅酢

天日塩

原材料：



食のふるさとへ遊びに来てください

　私たちは 1976 年の「無農薬茶の会」発足当初から、消費者の方々との交流を大切にしてきました。交

流会では生産者との交流、畑の見学や農作業体験だけでなく、その時期の旬の食材での料理を味わってい

ただく事も大切にしています。生産者と交流し、作物が育つ畑や過程を実際に見て、体験していただくこ

とを通して、湯呑みの先に広がる自然環境や生産者の顔を思い浮かべていただけたら、生産者にとってこ

れ以上の喜びはありません。交流を通して食べる者と作る者が垣根を超え、共に地域特有の自然環境と、

そこに根付いた農業、食、文化を伝え守っていくことを願っています。

　一年を通して、4 月のお茶摘み交流会、6 月の紅茶加工交流会と田植え交流会、10 月の稲刈り交流会、

3 月の味噌作り交流会など様々な会を企画しています。その他、個人での援農やグループでの産地訪問も

随時受け入れています。交流会のご案内はウェブサイトでご覧いただけます。

お茶摘み交流会（4月） 田植え交流会（6月）

紅茶加工交流会（6月） 稲刈り交流会（10 月）

交流会のご案内



無農薬有機小麦

初冬の種まき 初夏の収穫



　小麦の種を蒔いたのは、一枚の写真がきっかけでした。

　同じ村に住むお年寄りに見せてもらった、今から 60 年ほど前の写真。私の関心はその写真の背景に

向きました。百姓をしていると、どんな場所を訪れてもまず目が向くのは畑や土です。写真を見てい

ても自然と目は周りの自然風景や畑を見ていました。その写真の畑には見慣れない作物が育っていま

した。

　おじいさんがそれは小麦だと教えてくれました。昔はどの田んぼでも冬に裏作として小麦が作られ

ていたといいます。今、私の村で冬に小麦を作っている農家は一軒もありません。だから私もパンや

うどんを食べてはいても、小麦が育っているところを見たことがありませんでした。たった 60 年で村

から消えてしまった作物。私にとって、それは大きなショックで今でも心の中に深く残っています。

　私の村だけでなく、全国規模で小麦が姿を消しました。なぜ日本の農村から小麦が消えたのか．．．。

　1979 年に出版された「アメリカ小麦戦略－日本侵攻」（高嶋光雪著）には、今日の状況がいかに政

治的につくり上げられたのかが克明に記されています。戦後アメリカは農産物の在庫を過剰に抱え国

家財政を圧迫していたため、その余剰農産物を海外へ輸出する政策をすすめ、日本がその標的となり

ました。米を主食とする日本に小麦を普及させ大量に輸出するため、日本人の食生活をパン、畜産物、

油脂類という欧米型に転換させるという作戦がひそかに遂行されました。そして「栄養改善」の名の

もとに、アメリカからの膨大な資金提供を得て食生活欧米化が推進されました。しかしその真の狙い

は日本の「栄養改善」ではなく、アメリカが長期間安定して大量の余剰農産物を日本に輸出すること

でした。国民不在のまま食生活や食糧問題の議論が進められ、「米を食ったら馬鹿になる。これからは

パンを食え」という掛け声の下、子どもたちの学校給食の献立が決められ、日本全国にキッチン・カー

が走りました。当時、アメリカが日本に輸出したかった主な農産物は小麦、大豆、トウモロコシでした。

これらの農産物はどれも、1960 年代から日本国内の自給率が著しく低下しています。戦後の国内食糧

自給率の著しい低下、その原因とされる日本人の食生活の変化には実はこのような経緯がありました。

2013 年度の日本の小麦自給率はわずか 12％です。

　60 年ほど前の写真に映っていた小麦畑。その風景をもう一度村に取り戻したいという思いで、田を

耕し、小麦の種を蒔きました。小麦は青々と葉を広げ、初夏には金色の穂を風に揺らしました。私た

ちが気付かないうち、知らないうちに失われていくものを少しでも守り次の世代に伝えていけたら、

と小麦畑を前に思いました。食と農を通して生まれる、人と人とのあたたかいつながりに深く感謝して。

　日本の大地と農業、大切な風景を伝える小麦です。小麦を半分、百姓の心を半分、ご賞味ください。

日本の大地と農業、大切な風景を伝える小麦です

無農薬有機栽培の小麦全粒

粉です。栄養価の高い胚芽、

外皮まで一緒に挽きました。

中力粉です。

全粒粉 1 パック（500g）　540円

無農薬有機栽培の小麦粉で

す。中力粉です。

小麦粉 1 パック（500g）　648円



私たちが目指す農業命めぐる里山

鶏
合鴨

馬

人

大豆
小麦
ほか野菜

すみか
病気・
害虫を抑制

稲

稲わら
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茶がら

麦わら
大豆がら

肉

卵・肉

残飯

世話

堆肥

堆肥

ぬか

堆肥
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小米糞

肥料

草取り

草取り 田植え

野菜くず
ふすま

野菜くず
ふすま

食糧

茶

猪

鳥や虫たち

田んぼ

畑

山

　無農薬有機農法は、農薬や化学肥料を使わない農法ということだけではありません。自然の循環の中に

人が身を置き、自然との調和の中で生命が持つ力を最大限に引き出す農法です。かつて日本の農村では、

家畜を飼い、その糞を肥料として、小さな面積でも多様な作物を生産し、地域特有の豊かな文化を育んで

きました。鶏や合鴨の糞は稲を育てる有機肥料となり、稲わらは茶畑の有機肥料となり、米ぬかや小米、

茶畑の雑草や茶がらは家畜の餌となって循環していました。

　農業の効率化が進み、単一作物を大規模に栽培する農家が多くなってきた近年ですが、私たちは、鶏、

合鴨、馬などの家畜を飼い、小規模でも多様な作物を作っていきたいと思っています。作物の多様性こそ

が、地域特有の豊かな食文化を育んできたからです。里山の豊かな自然の中で、先人から受け継いだ農村

の文化を守り次世代に伝えるため、生命が循環する農業を目指しています。



第 44 回 日本農業賞「食の架け橋の部」 優秀賞受賞

「和食」がユネスコの世界無形文化遺産に選ばれ、世界から注目を集める日本の食。それを支えているのは

日本の農業生産者達です。毎年、意欲的に経営や技術の改善に取り組み、地域社会の発展に貢献、食や農

の担い手として先進的な取り組みをしている方々を選び、表彰しているのが「日本農業賞」です。

主催：日本放送協会（NHK）、全国農業協同組合中央会（JA全中）、都道府県農業協同組合中央会

後援：農林水産省、都道府県

日本農業賞とは

日本農業賞は、「個別経営の部」、「集団組織の部」、

「食の架け橋の部」の 3 部門に分かれています。

その中で、消費者に最も関わりがあるのが、「食

の架け橋の部」です。農業者と都市生活者、消

費者との「新しい連携」や、「未来への豊かな生

き方・地域づくり」へのヒントとなる活動をし

ている個人・集団を表彰しています。

「食の架け橋の部」

山深い中山間地で無農薬のお茶作りを始めた

1976 年から、地域の生産者と共に消費者との交

流を続けてきたことや、お茶摘み、田植え、稲刈

りなどの交流会を１年を通じて開催し、お茶の手

揉みや鶏絞め体験などを通じて、若者や都市生活

者にも食と農、自然と命の大切さを伝え続けてき

たことを高く評価していただきました。

優秀賞受賞理由



〒426-0134　静岡県藤枝市滝沢 1416-3

電話 054 (639) 0033

FAX 054 (639) 0858

www.munouyakucha.com
tunagu_kai@yahoo.co.jp

良い百姓は

良い作物を作る前に

良い土を作る。

お茶を半分

百姓の心を半分

ご賞味ください。人と農・自然をつなぐ会

山ならではのおいしいお茶を


