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雪のおふとんの下で

さあ、おいしいパンになりましょう

春を待ちました

皆が、健やかに育ちますように

おひさまの光で眼をさまし
風にあやされ
ぐんぐん育ち
ぷっくりとした粒ができました

Shokuko News
ご無沙汰のおわびと
近況のご報告
３月以来、ずっとご無沙汰いたしました。
いろいろとご案内やお知らせすべきことも
沢山ありましたが、すべて果たすことが出
来ませんでした。
突然の臨時休業でご迷惑をおかけした場面
もあり、大変申し訳なく、この場を借りて
謹んでお詫びを申し上げます。
一方私は、３月以来ずっと先月の末まで、
郷里の母のことで精一杯でした。
老衰が進行して次第に最期の時に近づいて
行く母を、事ある毎に高知まで見舞いに駆
けつけておりました。
何度か山を越えながらも、その度に一段一
段弱って行く母を、どうすることも出来ず
ただ見守るだけでしたが・・・。
結局５月の初旬、予てよりの本人の希望通
り、いわゆる延命治療を断って自宅に戻り、
その後一か月を過ごしました。
そして６月９日の午後、初夏の明るい日差
しが差し込む自宅の部屋で、静かに旅立っ
て行きました。
この二、三か月の間、食工房の移転という
大事業を控え、一方個人的にも母を見送る
という大きな出来事が重なり、本当に引き
受け切れるだろうかと、夜も眠れない日が
ありました。
ま、しかし、これで一つ終わりましたので、
次のステップに進むことが出来ます。
移転の為にしなくてはならない沢山の事の
ほとんどは、まだ手を付けることが出来て
いません。

新しい場所の確保は出来ましたが、中に残
されている前の住人の家財道具やゴミなど
の整理と処分が、やっと終わったところで
す。
この後、改装工事を終えて移転を完了する
までの道のりは、今はまだ千里も先まで遠
く続いているように思えます。
しかし、ここまで来たからにはやり遂げな
くてはなりません。
この後も、一つずつ根気強く取り組んで行
きたいと思います。
皆さまのご声援に、元気をいただきたいと
思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

７月、８月は、
移転のため臨時休業します
新しい設備を導入するだけの資金はありま
せんので、今使っている設備を一旦止めて
移動します。
取り外しや再設置に時間がかかること、ま
た新しい場所の改装工事は、電気、水道、
板金、建具など、資格の必要なものや専門
性の高い部分は業者さんにお願いしつつ、
それ以外の可能な部分は私が自分で施工す
ることで費用を節約するため、思い切って
二か月間の休業を決断しました。
すべて順調に行くかどうか、遅れるリスク
もありますが、９月には営業再開したいと
考えています。
なお休業中も、コーヒー焙煎など一部の仕
事は、継続稼働します。

休業中も、
出荷出来るものがあります
移転の為休業中の７月と８月、一部の商品
ですがご注文にお応え出来るものがありま
入荷！
す。
今年産新麦
カリーマサラ、ライ麦ご飯の素、大麦（モ
チ麦丸粒）、エゴマについては、在庫があ
りますので、いつでも出荷可能です。
久しぶりに、小 麦 麺 も出来る予定です。
また、コーヒー焙煎は、休業中も続行しま
すので、ご注文いただければ出荷可能です。
必要に応じてご利用ください。
なお休業中も、ブログにていろいろお伝え
して行きますので、気に留めておいていた
だければ幸いです。
この通信も、継続発行するつもりです。

年間定額定期便、
特別企画のご案内
移転に必要な資金確保の一助とするため、 年間
定額定期便の特別枠を２０口分発売します。
毎月５０００円 （５５００円分の商品に５００円の
送料割引きが付きます。） ×１２ヶ月
６００００円＋送料 （ご負担分 ・ 地域によって変
わります。）
パッケージ内容は、 一部リクエスト分＋お楽し
みパッケージの形になります。
代金のお支払いは、 一括前納のみにて承ります。
発売期間は、 今から７月末までです。
ご利用いただける方は、 まずお問い合わせくだ
さい。
折り返し、 送料を含めたご利用総額をお知らせ
いたします。
なお出荷は、 ９月から毎月一回一年間になりま
す。
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連れ合いが描いた絵をポストカードにしたもの
１０作品を１ 枚ずつ、１０枚セットにて販売します。
１ セット１５００円です。
ただ今、 ご予約の形でご注文を募っています。
この売り上げが、 移転の為の資金の一部にな
ります。
目標を大きく２０００セットとしましたが、 まだま
だ採算ラインに達していないため、 現物も印
刷出来ていません。
正直、 営業努力が足りていません。
何しろ今までは、 事情が事情でしたから仕方
がありません。 これからです。
あと少し頑張れば、 現物を印刷することが出
来ます。
現物があれば、 もっと説得力のある営業も出
来ることでしょう。
個人の方からのご注文はもちろんですが、 販
売してくださるお店や団体からのお申し出、 あ
るいはご紹介もよろしくお願いいたします。
皆さまからのお問い合わせやご注文、 心よりお
待ちしております。

中古農機具の調達に
ご協力ください
今年から、 ５０ａほどの農地を預かることになり、
自らも麦の作付けに挑戦します。
ここ数年来、 試験的に栽培を続けて来た「麦
ラボ」 の成果を見られる時が来たと、 張り切っ
ています。
その為に必要な農機具を新規に揃えるのはあ
まりにも大変なので、 まずは中古品で調達し
たいと考えています。
程度に応じ、 有償、 無償を問わず、 また検討
に値するかどうかを別にして、 どのようなもの
でも先ずはご紹介いただければ幸いです。
必要なもののリストは以下の通りです。

トラクターロータリー
クボタ GL33 適合品 耕う ん 巾 170 ～ 180cm
装着用パーツも必要です。
価格条件によって、 トラクター本体ごとのお話も
検討します。
管理機
土寄せ、 畝立て機能があれば尚可
バインダー
どちらかと言うと、 一条刈りのものが良い

それぞれ程度相応の価格、 または無償にてお
譲りください。
一度に揃えなくてはならないわけではありませ
んので、 条件に合うものが見つかるまで、 どう
ぞよろしくお願いいたします。
ご連絡を、 お待ちしています。

軽トラック（４WD 車）を、
格安にて譲ってください
これから先、 何かと軽トラックのお世話になる
ことが多くなります。
一台用意しておきたいと思っています。
中古車を譲ってくださる方がおられましたらご
連絡ください。
年式、 程度その他により、 相談の上決めたい
と思います。
まずはご一報ください。

編集後記
本当に久しぶりでした。
この通信が、ある意味私たちの生命線なの
だということを、この数か月間強く感じて
いました。
インターネット媒体なら、リアルタイムな
情報を切れ目なく発信することも可能です
が、そこまでしても伝わらない何かを、逆
に一枚の印刷物の中になら、込めることが
出来ると思っています。
それは、一つの世界みたいなものかも知れ
ません。
共感してくださる方の心に届くことを願っ
て、これからも続けて行きたいと思います。
７月、８月、目が回る忙しさの中にいるは
ずですが、訪ねて来てくださる方があれば、
暫し手を休めて、お茶の時間を楽しみたい
と思います。
そして元気をいただければ幸いです。
暑い夏、皆さまも熱中症などお気をつけて、
お元気でお過ごしください。 （みきお）

お問合せ、 ご注文、 あるいはお便りは ・ ・ ・
TEL 0241-38-3102 FAX 0241-38-3104

e-mail mikke@shokuko.com
〒 969-4107 福島県喜多方市山都町相川
字中島甲８２６‐１ 新住所
天然酵母パンと焼き菓子の店

食工房
営業時間

11:00 ～ 18:00 定休日

ホームページ
http://shokuko.com/
ブログ「飯豊の空の下から・・・」
http://shokuko.com/myblog/
食工房オンラインストア
https://shokuko.stores.jp/
食工房 in Creema
http://www.creema.jp/c/shokuko
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