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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。

野菜セットの品目が増えそう

道下有機農場・道下︵北海道帯広市︶

最近の帯広はなんだかジメジメ︑ちょっと寒

いくらいです︒暑いと野菜が傷むので︑それよ

りはましですが︒草取りが全然進まないので︑

そろそろカラッと晴れてほしいところです︒

玉ねぎの生育が順調で︑もしかすると来週に

は収穫を始められそうな感じです︒玉ねぎ大好

きなのでとても楽しみです︒キュウリがたくさ

ん採れ始めたので︑１〜２本ずつ野菜セットに

入れます︒ピーマン・トマト類も少しずつ収穫

していて︑この先野菜セットにいれる野菜の品

目が増えていくと思います︒気候の変化が激し

い日々が続きますが︑ぜひ健康に気を付けてお

過ごしください︒

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

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
オルターカタログに
に 季節品のうち、
今 稀少品。注文多数
久しぶりに
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

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。

育つのは困り者︒草刈り機の出番も多くなりま

ですが昨年購入したファン付きベストのおかげ

す︒蒸し暑いこの時期の草刈作業はつらく大変

た草は野菜の枕元に︒すぐに醗酵が始まり︑た

トマト各 種

で汗が乾き︑快適に作業ができます︒刈り取っ

なす

になってゆきます︒この時期はちょうど公共事

「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

か ぼちゃ

オクラ

くさんの生物の棲家となり︑多様性が更に豊か

右記に関するお問い合わせの前に、

万願寺

ミニトマト

ます︒その刈り草は以前は焼却処分されていた

モロヘイヤ 空 芯 菜 つるむらさき ピーマン
きゅうり 玉 ねぎ じゃがいも など

玉 ねぎ

業で河川の草刈や道路沿いの草刈が行われてい

梅本農場
（京都府）☆☆☆

きゅうり

トマト

し畑の堆肥場にたくさん搬入されます︒すぐに

ツルムラサキ モロヘイヤ 空 芯 菜 韓 国か ぼちゃ
新じゃが 芋 玉 ねぎ にんにく など

茄子

など

そうですが︑今は堆肥の原料としててんとうむ

自然耕房あおき
（京都府）☆☆☆

インゲン豆

なす

醗酵が始まり甘酸っぱい良い香りがしていま

ネギ じゃが 芋 キュウリ つるむらさき
ニンニク 空 芯 菜 ピーマン など

ミニトマト

す︒他は何も加えず刈り草だけですばらしい堆

奥丹波里山農園
（兵庫県）☆☆☆

きゅうり

肥︵土︶ができあがるのですよ︒微生物や虫た

小松菜

ちのパワーすごいですよね︒

西川年武さん
（和歌山県）☆☆☆

バジル

※ 月４週のセット内容は︑ト
マト︑きゅうり︑紫玉ねぎ︑
ピーマン︑とうもろこし︑な
す︑じゃがいも︑ズッキー
ニ︑モロヘイヤ︑空芯菜︑つ
るむらさき などから

キャベツ ミニ白菜 大根 レタス サニーレタス 小葱 ブロッコリー さやインゲン ナス
玉ねぎ モロッコ 絹さやエンドウ ズッキーニ 新じゃが キュウリ ピーマン ミニトマト など

（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。

ズッキーニは終盤をむかえました

奥丹波里山農園・岸下︵兵庫県丹波市︶

梅雨が明けてから毎日のように雨が降ってい

ます︒いわゆる﹁戻り梅雨﹂と言われるもので

崩れが５か所ありました︒防草シートや丸坊主

すね︒先日の大雨でこの地域でも小規模な土砂

です︒草の根の力で地面を支えているのですか

のように刈られているところの土手が崩れた様

らツンツルテンに刈るのも見た目は美しいので

すが考えものです︒我が家のお布団も﹁お日様

が恋しい︑いつになったら干してくれるのです

か？﹂とぼやきの声が布団から聞こえてきそう

むらさきや︑この間植えた地這キュウリも順調

です︒ズッキーニは終盤をむかえました︒つる

に育ってくれています︒

※ 月４週のセット内容は︑玉ネギ︑
ネギ︑きゅうり︑空芯菜︑茄子︑コ
リンキー︑ピーマン︑トマト︑イン
ゲン豆︑不断草︑じゃがいも︑レタ
ス︑ニンニク︑ズッキーニ などか
ら５品目前後
７

７

道下有機農場
（北海道）★★★

ジャガイモ

７

中止・欠品のないセット野菜の内容

※変更になる場合があります

万願寺

※ 月 ４ 週 のセット内容は︑キャベ
ツ︑ミニ白菜︑大根︑レタス︑サ
ニーレタス︑小葱︑ブロッコリー︑
絹さやエンドウ︑ズッキーニ︑新
じゃが︑きゅうり︑ピーマン︑ミニ
トマト などから

日は虹の日︒今週は戻り梅雨で全国的雨

トウモロコシがもうすぐ収穫

自然耕房あおき・青木︵京都府京丹後市︶

７月

や川が氾濫してしまったところもありました︒

模様でした︒局部的に集中豪雨もあり︑道路冠水

あおきの畑ではトウモロコシがもうすぐ収穫を

迎えようとしています︒ハウス栽培にしているた

ロコシの穂を揺らして受粉をしています︒あとも

め︑風があまり吹かないので︑スタッフがトウモ

う少し︑トウモロコシの実がパンパンになって

16

ハトに見つからないように種播き

西川年武︵和歌山県橋本市︶

先日から梅雨のようなお天気が続いていて日

が照ると暑いですが︑水の欲しい夏野菜は雨が

降りとても元気です︒きゅうりは土が乾き︑白

くなったときは葉がしおれ︑実も少なく曲がり

の変形果が多くなっていたのですが︑雨が降り

出してから又元気になり︑大きな実を付け始め

ました︒梅雨明けからの方が梅雨らしい日々が

続いていますよね︒今︑農作業を何から手を付

けたらいいのか山積みですが︑黒豆と土用豆の

ともう少しとるのをガマン︒

そってきて︑ひげがこげ茶色になってくるまであ

※ 月４週のセット内容は︑ツルムラ
サキ︑モロヘイヤ︑空芯菜︑韓国か
ぼちゃ︵カボッキー︶︑きゅうり︑
ミニトマト︑オクラ︑新じゃが芋︑
玉ねぎ︑にんにく などから

梅本農場・梅本︵京都府京丹後市︶

刈り草だけですばらしい堆肥が

梅雨に戻ったかの様な空模様が続いていま

す︒おかげで水不足が心配でしたが︑畑の土に

はたっぷりと水が染みわたり︑水源のため池も

満水に復活しました︒

畑の野菜たちも梅雨戻りの雨のおかげで元気

モリモリに育っています︒ついでに野菜でない

野生本能を発揮して野菜を覆いかぶさる程に

草たちもすごい勢いで成長しています︒

育つものも︒草生栽培︵草も野菜といっしょに

生やす栽培方法︶なのですが︑草の方が大きく

７

８月３週号お届け予定

種播きをしています︒いつも苗にする黒豆を種

で直播をする事にしたのですが︑ハトに見つか

らないようにこっそりと草をかぶせて隠していま

す︒上空から︑﹁早く大好きな豆を播いて﹂っ て

見えているのか︑豆があるのを知ると︑地面を

を作っていた後地でそのまま枯れたところへ草

つついて拾い出してみな食べます︒えんどう豆

すように播いています︒ハトに見つからないよ

がすごくのびているのですがその草かげにかく

れるといいのですが⁝こっそりと云いながらな

うにこの涼しい時に芽を出して大きくなってく

んと主人に﹁お茶にしよう﹂と声をかけると

即︑背後からびっくりしたのか︑きじがバタバ

タと大きな音をたてて飛び立ちました︒こちら

もびっくりでした︒

※ 月 ４ 週 のセット内容は︑小松
菜︑万願寺︑ジャガイモ︑バジ
ル︑きゅうり︑ミニトマト︑な
す などから６品目
７

オルター農作物
栽培基準

その季節しか
味わえない品
です。

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

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)〜I(金) 051・053・054

今回をもって
終了する品
です。

けんこう舎(森)

磁性鍋を使用して
電子レンジで
温めるもの

オルター京都 (岡野・小巻) 075-924-3127
携/080-2541-9970

自然な生活 とくつ 073-471-2410

●C(火)・E(水)・G(木) 312

百姓家族(川端)/073-448-2631

●根っこや(山本)

辻本

072-972-0467

●C(火)〜I(金) 188

携/090-9690-8315
E (水) 404
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

ゆうきネット山陰(勝部(かつべ))0852-27-6278

●G(木) 195

ナチュラルマルシェ 072-465-0828

●E(水) 204

竹野酒店

●E(水) 182
●C(火) 025
●E(水)
●E(水)

006
602

●C(火) 005

暮らしを考える会

西村米穀店

ちろりん村

携/090-6909-3490

携/090-3629-3193

●G(木) 070

●G(木) 056・057

トースターを
おすすめするもの

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。

●C(火)・E(水)・G(木) 301
●C(火)・E(水)・G(木) 311

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。

077-586-0623

0724-22-1884

携/090-9069-2144

携/090-7348-2043

0727-72-1625

087-837-4568

豆太自然農園（菊池） 携/090-4882-2490

げんごろう 0595-42-8859

未来堂（島田） 携/ 080-3528-1276

●C(火)〜I(金) 030・031・032・033・034・035

こうべ産直クラブ 078-903-2567

