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千客万来～第２４号～ 
 
１ ごあいさつ 

盛夏お見舞い申し上げます！天災とはいえ九州の長雨・・・新潟の地

震・・・と被災地の皆様には、大変な毎日でございますが、衷心よりお

見舞いを申し上げます。 

ご案内が大変遅くなりました。問い合わせのお電話や e―mail そしてお葉書を次々といただ

いてしまいご心配をおかけ致しました。そんな皆様に背中を押されて、やっとお便り作りに取

りかかれた次第でございます。有難うございました。どうぞ今年もよろしくお願い申し上げま

す！ 

２ これまでの主な管理・経過 

２月（上・中旬） 

園内の清掃とハウスや棚の保全点検・第１農場２・３号ハウス保温準備・保温開始。 

３月（中・下旬） 

発芽開始。新梢の良否を見て不良な芽を除去する（芽かぎ）。理想は棚面１㎡に４～５本を

目安に育てる。 

４月（中・下旬）  

棚一面が緑に見える頃、１枝に１房つけるように調整する。（結果量の調節） 

５月（上旬） 

新梢を１０～１２節伸ばして先端を摘み取り伸長を止め（摘心）花へ養分を多く集める。 

枝の各節から子枝・孫枝が出るので全部摘みとる。芽が出なくなる夏の終わりごろまでこの

作業が続きます。 

５月（中下旬）～６月（上旬） 

開花前に、不要な房や蕾を切り落とす（花穂の整形）開花直後、種なしにする品種は、ジベ

レリン液に１房ずつ浸す（たねなし処理） 

６月（中旬） 

１房の大きさや形は、要らない粒を切り落とし、残った粒数で決まる。（粒間引き） 

６月（下旬） 

早生品種は着色が始まる。病害虫を発見！   

・ウドンコ病には、トリフミン２,０００倍液を散布。 

・ コナカイガラムシには、スプラサイド１,５００倍液を散布。 

目下農薬使用は以上です。 

この間、定期的に潅水・温度管理・摘心・除草等を繰り返し行います。 
７月（上・中旬） 

袋かけ開始。房の点検をしながら袋かけをする。 

 

（今年は７月２４日終了） 

 



                                   平成１９年７月３１日発行 

 
                      2               花澤ぶどう研究所 

３ トピックス 

① 研修生受け入れ 

７月から岳野和也君が半年間の研修に来ています。私共にと

っては強力な助っ人。何をするにも大変助かっています。後１年学生生活を送られて、長

崎のご自宅のぶどう作りに励まれるようです。稀に見る好青年で将来に期待しています！ 

② 若手アルバイトさん６名が研修中 

３号ハウスの東隣にある幼稚園の保護者の皆さんに、 

「ぶどう作りの手伝いをしていただけないか」と呼びかけました。 

思いがけず６名のみなさんが交代で、６月から午前中３時間   

来られています。「摘心」・『粒間引き』・『除草』業を体験。 

交換日記には、初めて農作業へ取り組んだそれぞれの思いを、明

るく素直に書いて下さっています。私が初めて取り組んだ頃の苦労

を重ねながら、毎回楽しみに読ませていただいています。そして元

気を頂いています。 

ベテラン組は、まだまだパワーはありますが、長年手伝ってくださった方々が、私達同

様に７０歳前後の方が半数になりました。それにぶどうづくりは非情に奥の深い知識と技

術が必要で単純ではありません。ですから、新人には徐々に覚えてもらわないと簡単に出

来る事ばかりではありません。先輩の皆さんと一緒に作業をしながら、学んで欲しいと願

っています。ただこの先本当に続けて来て頂けるといいのですが・・・。 

③ スタッフ研修 

甲本ぶどう園見学 

若手のご夫妻が８年程前から作っておられる『瀬戸ジャイアンツ』（桃太郎ぶどう）の

ハウスを拝見しました。きちんと手入れの行き届いたぶどう園は、そろそろ発芽が始ま

ろうとしている頃でした。県南と県北の生育の違いがよく分りました。ハウスの建設当

初からお二人は我が家へ勉強に何度も来られて、ぶどうの栽培を手伝い、体験を通して

作業の一つ一つを学習。今では私達の先生です。盆栽に造詣の深い父上のハウスも鑑賞･

母上の木彫りの作品、お菓子作りの工房、新システムに改善された台所まで見せていた

だきました。 

野上ぶどう園見学 

いつも新しいものを求めて、ユニークな房作りをされている

野上さん。どの品種もきれいに粒間引きが終り、成熟を待つば

かりの時期にお邪魔しました。 

根域制限をして潅水も自動制御。この方も古くから我が家の

応援をして下さっており、『先生には農協や普及所が教えてく

れない事を教えてもらった。』といわれます。 

ご両親のお体が弱く、お勤めを途中で辞めて、ぶどう作りの

後を継がれただけに、我が家の息子達がこれからぶどうの栽培に取り組もうとしている

事を心配して、アドバイスをして下さっています。 

他所のぶどう園を見せていただくと、その園の経営方針が伝わってきます。真似をし
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ようとしてすぐに出来るものでもなく、そこでしか出来ないものが素晴らしいのだとい

うことがわかりました。我が家には沢山の品種のぶどうがあり、他所にはない品種の手

入れが出来るのも、幸せの一つかと話し合ったことです。 

 

④ CFW 利用法の研究 

この研究は、開発者「逸見電機エンジニアリング」の逸見秀孝社長の

ご好意によるもので、今世界的にも注目を集めている水です。その科学

的性質を解明するべく、多くの学術機関が努力を重ねておられます。 

植物活性化作用と強力な殺菌作用を備え、今後の農産物の減農薬～無農薬栽培と、品質

改善に役立つものと思います。「ぶどう」では初めて当研究所がその使用法を確立するた

めに全力を挙げて取り組んでいます。 

定期的にこの水を散布していますから、今のところ活力に満ちた健康なぶどうに育って

います。人体にも悪影響はなく、まるで深山の滝つぼにでも憩うかのような健康効果もあ

りそうで、散布は苦になりません。ただ害虫防除は、従来どおりの薬剤撒布が必要なのが

難点です。 

今年のぶどうは、この水を使用した日本で唯一のぶどうとなります。減農薬に加えて、

品質食味に好い結果が出ればバンザイです！ 

 

⑤ 天空鉄道への旅へ！ 

『忙中閑有』･････７月６日から１２日まで、代表は、標高５,１７０ｍを走る天空鉄道で

チベットへ。７５歳の誕生日を迎え、家族の心配をよそ目に高山病も克服。現地の地形や

産業、生活の状況から仏教の真髄を垣間見る事が出来て、人生観の修正を少し促さ

れたそうです。 

⑥ 苗木の生育 

「瀬戸ジャイアンツ」の苗を沢山育苗しているますが、長雨で困りました。掘り取りは秋

です。植え付け適期は関西地方では年内、東北地方は翌年３月彼岸頃です。植えて見られ

ませんか？ 

⑦ 江西小学校３年生（１２０名）が学習に！ 

１回目は花が咲く前にぶどう園を見学・２回目は袋かけの実習 

３回目は収穫・４回目は収穫後のぶどう園を見学と年間計画が立てら 

 れています。一生懸命の姿が何とも言えませんね。 

⑧ 見学者・来園者が多い年です！ 

＊同好団体「全国ぶどう懇談会」      ＊「花澤会」（随時実施） 

（７月２０～２１日終了）      ＊「ＪＶＣ岡山大会」（９月上旬の予定） 

＊農業者団体・個人グループなど 

九州･鳥取・東京などから既に研修視察に来られました。９月末には愛知からの来園予

約が入っています。 

 ＊一般の方からも栽培の相談・技術的なアドヴァイスの依頼が増えています。 
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 ４ ぶどうの販売 

１ご注文受付 

 平成１９年８月１日から９月末日まで 

（収穫が終了した場合はその時点で終了します） 

ご注文は、FAX かお手紙でお願いします。 

間違いが生じてはいけませんので、 

電話でのご注文はご遠慮下さい。 

 

２発送開始 

            例年９月から発送が始まります！ 

                  ご注文をお受けした順に発送いたします。 

３今年のメニュー 

 

品番 箱の大きさ 内 容 価 格(税込)

Ａ 1.3 キロ箱 

瀬戸ジャイアンツ

＝桃太郎ぶどう＝

（１房 or２房） 

３,８００円 

Ｂ 2.0 キロ箱 

瀬戸ジャイアンツ

＝桃太郎ぶどう＝

（３房 or４房） 

７,５００円 

Ｃ 
1.3 キロ（100

箱限定） 

ハイベリー 

（１房 or２房） 
３,０００円 

Ｄ 1.3 キロ箱 
Ｍ・Ｄ・アモーレ

（１房 or２房） 
３,０００円 

Ｅ 2.0 キロ箱 
４品種詰め合わせ

（4 房～5房） 
５,０００円 

Ｆ 1.3 キロ箱 
秋峰・他品種詰め

合わせ(１房ずつ) 
３,０００円 

 

【注４】日中はぶどう園へ出ていますので、お問い合わせはなるべく携帯電話へお願いし

ます。 

★ 研究所用（０８０―６３０８―５１３４） 

 

    ＜メールアドレス＞ info@setogiants.com 

 

【注５】岡山市へ合併しましたので住所表示が変わり箱を作りなおしました。 

【注１】 

Ｅの場合、従来どおり品

種の指定はお受けできま

せん。美味しくなった品

種から収穫し詰め合わせ

ます。『瀬戸ジャイアン

ツ』=『桃太郎ぶどう』＝

は必ず１房お入れしま

す。 

【注２】 

房数の違いはありますが 

必ず重量は計りますので 

房数が違っても重量に差 

はありません。 

【注３】 
Ｆは 11 月下旬から収穫

です。 
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「花澤の葡萄」１.３キロ箱を新しく作りました。 

「世界の葡萄」２キロ箱は「世界の葡萄詰め合わせ」です。 

 

４送料の目安 

 

地 方 
送 料 

（１キロ箱）

送 料 

（２キロ箱）

北海道 1,410 1,410

北東北 

南東北 

1,060

1,060

1,060

1,060

関 東 

信 越 

  850

  850

  880

  880

北 陸 

中 部 

  740

  740

  790

  790

関 西 

中 国 

640

640

  700

  700

四 国   740   790

九 州   640   700

沖 縄 1,160 1,400

 

 

③代金請求について 

発送を終了して、先方が受け取られた確認が出来た後に、商品代と送料をあわせて請求書

を別送します。間違いを生じやすいので、箱の中へ請求書はお入れしませんのでご了承下さ

い。トマト銀行・JA の振込み口座番号と郵便局の振込み用紙をお送りします。 

 

 ５ あとがき 

  今年は梅雨明けが遅れ、日照不足で作業も遅れました。その上、主人の旅行に加え７月末

提出の書類作成と、あれこれと重なりましたために、お便り発送が１週間ばかり遅れました。

やっと編集が出来てホッとしています。でも「今からカラーで印刷を依頼していては間に合

わない！」と、主人もやきもきして・・・。とうとう編集を横山さんに助けていただきまし

た。お力添え下さいまして有難うございました。 

皆様には、暑さ対策を十分なさいまして、どうかお健やかに 

この夏を乗り越えて下さいますようお祈り申し上げます。 

 

 

（Ｈ１９．８．1 編集：花澤睦子） 

（注１） 箱数の多少で、送料が変わってきま

すのでご了承下さい 

（注２） ご希望があればクール便でお届

けいたします。 

クール料金２１０円を 

加算させていただきます。 

 




