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2022年
6 月４ 週

カタログマークの見方

注：掲載している生産者さんからのお便りは制作及び印刷の都合上、 2週間前の内容になります。また、お便り内容は紙面の都合により、一部省略している場合があります。

3年以上有機努力し、JAS認
証も取得していて、化学肥料
の使用なし。ただし、JAS別
表農薬を使用しています。

3年以上有機努力し、化学肥
料の使用なし。ただし、JAS
別 表 農 薬を 使 用して い ま
す。JAS認証は取得なし。

3年未満の有機努力で転換中。
今回の栽培には化学肥料の使用なく、
農薬不使用か、
もしくはJAS別表農
薬を使用していることがあります。

※オルター農作物栽培基準に
準じ、米・乾物・加工品の一部
も表示を始めます。

3年以上の有機努力を継続中ですが、
やむなく一部に
化学肥料や農薬を使用しました。

放射性セシウム値(134と137の合算)検出下限値1Bq/kgの検査で、
「 不検出」が確認された品です。
配達日が通常より１週間後になります。配達日は表紙をご参照ください。

●アレルゲン表示

アレルギー物質の表示について、
特定原材料の7品目
および大豆が含まれるものは、
上記のマークがつきます。
各品を基本的に４週１サイクルで企画しています。
「A」
は４週に１回、
A週に企画」、
「AC」
は
「二週に１回、
A週とC週に企画」、
「毎」
は
「毎週企画」
を表します。

●サイクル表示

※A〜D週表記が今週号と違うものは、今回特別に企画した品です。次回は定例のサイクルです。
※A〜D週または毎週の表記がないものは不定期企画で、次回登場は未定です。

●温度帯表示

●その他のマーク

は冷蔵、
は冷凍、

今回1回のみ
まもなく終了
久しぶりに
オルターカタログに
に 季節品のうち、
今 稀少品。注文多数
お届けでき 企画した品です。 登場した品です。 予定の品です。
初登場の品です。 シーズン初めての の場合、
な
ないことがあります。
品です。

は氷詰めで
お届けします。
温度帯の表記が
ないものは常温で
お届けします。

原料が今年度産
に切り替わった品
です。

フライパンで
焼くもの

年以上前だとなか

最近ではメジャーな夏野

誤注文について/返品・交換について/お支払について/滞納について/積立預かり保証金について/休会について
品ものの一時預かりについて/よくあるご質問/お問い合わせの方法

農作物の栽培水準を表示す
るために、
オルターでは独自に
下記の区分で生産管理の違
いを表示しています。なお、全
ての取扱い品目は、有機栽培
化への3年以上の努力を経た
圃場で栽培されたのものです。

3年以上有機努力し、農薬・
化学肥料の使用はな い が 、
JAS認証は取得なし。

暫定品です。オルター取扱基準には達しておらず、未解決の課題がありますが、日本の食材の
現状ではやむを得ないという判断から導入している品です。

を楽しんでくださいね︒

旬野菜ズッキーニ

菜の仲間になりましたが︑

一つでした︒かぼちゃの仲間なのですよ︒黄色

なか売れない︵食べ方がわからない︶夏野菜の

してもらわないとズッキーニを食べることがで

い雄花と雌花が別々なのでミツバチたちに交配

きないのです︒花が咲いて︑交配して１〜３日

れて収穫を忘れると︑すぐにこん棒の様に大き

のうちに収穫をします︒大きな葉っぱの影に隠

く育ちすぎてしまいます︒若穫りなので肌がや

クッションを敷いて収穫します︒丹後では６月

わらかく︑キズがつきやすいのでタオル等の

〇ズッキーニレシピ

〜７月が旬です︒

賞味期限について/ご注文後の変更・キャンセルについて/オンライン注文について/クーリングオフについて

（野菜・果物）

3年以上有機努力し、J A S
認 証も取 得 。
農薬・化学肥料の使用はない。

生産者から直送されます。送料は価格に含まれます。

モグラの被害がでているようです

自然耕房あおき・青木︵京都府京丹後市︶

今週も爽やかな風が吹く週末︑田植えより２

週間後︑先週に引き続き２回目の除草をせっせ

とする毎日です︒今年庭の木のバラが気候が良

かったのか︑良く咲きました︒苺もなりがよ

かったです︒同じバラ科なので今年の気候はバ

ラには良かったのかもしれませんね︒

あおきの畑で只今︑旬を迎えておりますのはミ

ニきゅうりです︒今年は特に甘くて美味しいよう

です︒きゅうりももう少しで最盛期を迎えます︒

あおきで栽培しているきゅうりは上高地です︒味

がしっかりして甘くて美味しいです︒モグラの被

害が出ているようで︑毎日 １本ずつ根本あたりを

10

先日から梅取りをしています

西川年武︵和歌山県橋本市︶

6月に入りました︒梅雨が間近に迫って来て

いるようです︒先日から梅取りをしています︒

今年は裏年︵？︶になるのか︑あまり実をつけ

てなくもっぱら剪定や畑の手入れをしながらの

作業をしています︒この暑さでは草の勢いがす

ごく︑一面草の海になっています︒いつものよ

うに梅取りをするまでに草刈りから始め︑やっ

と梅畑までの道が出来︑それから畑の中の草刈

をします︒古城畑は周りが竹やぶなので細い竹

なのですが︑畑中千本立ちに竹の子が上がって

来ます︒もう梅の木の背より高いものもあり︑

やっとジャングルが畑の端まで見渡せるように

ブ油で炒める︒

リーフレタス

・豚肉バラとスライスしたズッキーニとオリー

かぶら

そら豆

かじりとられ︑株が枯れていきます︒

小松菜 大 根 キャベツ ズッキーニ きゅうり
ミズナ 玉ねぎ 新じゃがいも ピーマン など

えんどう各 種

など

ど見事に切って日当たり良くしたのですが︑肝

梅本農場
（京都府）☆☆☆

人参

なりました︒冬に竹を切って川向まで見えるほ

美味タス カーボロネロ 大 根 ミニきゅうり
スイスチャード 新 玉ねぎ 人 参 など

レタス

度焼いてからとろけるチーズと塩こしょうふ

自然耕房あおき
（京都府）☆☆☆

ズッキーニ

・半縦切りにしてオーブントースターである程

ニンニク

えんどう豆

りかけて︑再び焼いておいしい︒ベーコンを

ネギ

小カブ

など

のせるとちょっと豪華︒

奥丹波里山農園
（兵庫県）☆☆☆

「ご利用の手引き」をご確認ください
ご入用の方はお問い合わせください

※ 月 ２週 のセット内容は︑美味タ
ス︑カーボロネロ︑大根︑ミニ
きゅうり︑スナップえんどう︑実
えんどう︑そら豆︑スイスチャー
ド︑新玉ねぎ︑人参 などから

赤大根

右記に関するお問い合わせの前に、

※ 月 ２週の セ ッ ト 内 容 は ︑ か ぶ
ら︑こまつな︑ミズナ︑えんど
う豆︑そらまめ︑玉ねぎ︑リー
フレタス︑きゃべつ などから

小松菜 チンゲンサイ
新 玉ねぎ など
玉ねぎ

梅本農場・梅本︵京都府京丹後市︶

西川年武さん
（和歌山県）☆☆☆

そら豆

６

６

キャベツ ミニ白菜 大 根 レタス リーフレタス ズッキーニ 小 葱
絹さやエンドウ 小 松 菜 ホウレンソウ 水 菜 キュウリ ブロッコリー
ニッキの葉

夏野菜の一番果︑二番果が大きく

６月６日は二十四節季の芒種︒保温技術の乏し

す︒地球温暖化の進んだ現在よりもっと春先の気

かった昔はこの頃に稲の種まきを行ったそうで

といえばカエルのコックさんの絵描き歌﹁６月６

温も低かったでしょうしね︒私にとって６月６日

浮かんできます︒そろそろ梅雨入りの頃なので

日に雨ザーザー降ってきて♪﹂のフレーズが思い

しょうが︑ここしばらく雨も降らず畑はカラカラ

り早く出てきたので梅雨入りも早いのかな？て

状態になってきています︒栗の木の蕾がいつもよ

思っていましたが︑栗の花もなかなか開かないま

﹁雨が降っても栗の花が満開にならないと梅雨

まです︒

す︒ジメジメうっとうしい梅雨ですが︑夏野菜や

にならない﹂とこのあたりのことわざがありま

中止・欠品のないセット野菜の内容

心の太い真竹が上がって来ません︒切り過ぎも

６

※変更になる場合があります

道下有機農場
（北海道）★★★

よくないのでしょうか︒

※ 月 ２週 のセット内容は︑小松
菜︑チンゲンサイ︑赤大根︑
ニッキの葉︑小カブ︑えんどう
豆︑新玉ねぎ などから６品目

奥丹波里山農園・岸下︵兵庫県丹波市︶

スイカやインゲン豆を植えました

楽しみにしていたグミの実は︑３日間でヒヨド

リが完食︒その後︑ユスラウメに来てそれも３日

で完食されました︒そろそろ収穫しようと思って

いた矢先に鳥達に先を越されました︒来年はネッ

トでもかけようかと思いましたが︑鳥達も食べる

ものが無いと可愛そうなので来年もこのままにし

ておきます︒﹁あ〜鳥達よ︑せめて半分は残して

昨日は︑スイカやインゲン豆を植えました︒こ

くれ〜﹂

の暑さで雑草もぐんぐん伸び︑草刈りが大変で

稲にとってはなくてはならない大切な梅雨です︒

いつもより生まれるのが遅くて少し心配してい

今年はいつ頃になるのかなぁ︒

たツバメの子供たち︒生まれて一週間ほどなのに

ます︒日に日に育ってゆくヒナが最近の癒しに

とても大きな鳴き声で親鳥にエサの催促をしてい

さて畑ではトマトやなす︑ピーマン等の一番

なっています︒

してきました︒なすやピーマンは樹の大きさがま

果︑そして早いものは二番果も実が大きく成りだ

果をします︒パプリカは特に負担が大きく︑今年

だ小さいので樹に負担がかからない様に早めに摘

セットにも入ることがあります︒一足早い夏の味

はたくさん実っているのでピーマンとして一部

７月２週号お届け予定

す︒夕方になるとアブや蚊︑ブトなどに悩まされ

ます︒今日︑知り合いの植木屋さんが頭に巻いて

いるタオルの上にオニヤンマのおもちゃを付けて

いるのです︒聞いてみますとオニヤンマが嫌なア

ブや蚊から守ってくれるとか？早速買ってみよう

と思います︒効果の程は後日お話したいと思いま

す︒

※ 月 ２週のセット内容は︑玉ね
ぎ︑ネギ︑スナップエンドウ︑
そら豆︑ミニ人参︑不断草︑
キャベツ︑レタス︑ニンニク︑
ズッキーニ︑仏国きぬさや な
どから５品目前後
６

オルター農作物
栽培基準

お問い合わせは各グループに
●C(火)〜I(金) 040・042・043・044・045・046・047

●C(火)・E(水)・G(木) 301
●C(火)・E(水)・G(木) 311
●根っこや(山本)

オルター京都 (岡野・小巻) 075-924-3127

携/090-3629-3193
E (水) 404
携/090-9690-8315
C（火）〜I（金） 402
携/090-2062-4020
C(火)・G(木) ・ I (金) 404 携/090-6670-4956

cha-cha(谷口)

携/090-4294-2803

●G(木) 195

ナチュラルマルシェ 072-465-0828

●E(水) 204

竹野酒店

暮らしを考える会

西村米穀店

077-586-0623

0724-22-1884

0727-72-1625

暮らし研究工房(境野)

●E(水)

006

豆太自然農園（菊池） 携/090-4882-2490

●C(火)

005

●E(水)

602

ちろりん村

携/090-9069-2144

携/090-7348-2043

●E(水) 019

●C(火) 025

携/080-1413-0120

百姓家族(川端)/073-448-2631

ゆうきネット山陰(勝部(かつべ))0852-27-6278

●E(水) 182

トースターを
おすすめするもの

携/080-2541-9970

●G(木) 070

●G(木) 056・057

磁性鍋を使用して
電子レンジで
温めるもの

自然な生活 とくつ 073-471-2410

072-972-0467

●C(火)〜I(金) 188

みなさんの生活を
値上げをがまん
応援する価格です。
しています。

これらのグループ以外は、オルターに直接お電話ください。

けんこう舎(森)

辻本

●C(火)・E(水)・G(木) 312

お買い得品です。

自然解凍し、
そのまま食べる
ことができるもの

油で
揚げるもの

●C(火)〜I(金) 051・053・054

今回をもって
終了する品
です。

その季節しか
味わえない品
です。

TEL/FAX 024-562-2009

087-837-4568

げんごろう 0595-42-8859

未来堂（島田） 携/ 080-3528-1276

