
令和２年度ソバ栽培体験事業について 

西部蕎麦連 

会長 小山 周三 

 

西部蕎麦連 ソバ栽培体験学習について 

 

西部蕎麦連 令和２年度事業としてソバ栽培体験学習を実施する。併せて NPO そばネットジャパンの

事業の一環とし、ジャパンの会員より体験学習参加者を募集します。 

 

１．目的 

  手打ちそばを趣味として、仲間と共にそば打ち研鑽を図っているわたくしたちは、ソバがどのように育

ち、そのようにそば粉として扱われていくのか。ソバ栽培を学習することは、そばの普及・啓発活動にと

って重要であります。 

  併せて地元産そば粉販促拡大は重要と考えます。多くのそば打ち仲間との交流ともに地産地消を推 

し進めます。 

２．実施圃場 

  狭山市北入曽 地区 

３．作業内容等 

 （１）播種作業（予定） 

 ８月２２日（土）・２３日（日） 

 播種機を使用します。 

   （天候によりどちらかになります） 

 （２）発芽確認 

    ９月 ５日（土）・６日（日） 

    発芽状況を確認後、けやき工房にて、そば打ちイベント（参加自由、別途費用発生） 

 （３）除草作業 

    ９月下旬頃から１０月中旬にかけて、圃場周辺における環境整備作業とする。 

    ３回程度開催 

 （４）ソバの花観賞会 

    １０月１０日（土）・１１日（日）頃 

    開花状況により変動する可能性あり。 

    ソバの花の鑑賞後、けやき工房にてそば打ち及びそば料理等イベント（参加自由・別途費用発生） 

 （５）収穫作業 

    １１月 ７日（土）・ ８日（日）のどちらか天気都合によりソバ刈り、はぜかけ作業等 

    １回開催 

 （６）脱穀 

    １１月１４日（土）・１１月１５日（日） 

    どちらか天気都合により開催するが、コンバインを使用するので見学が主になる 

 （７）製粉 

    １１月下旬 



    玄ソバの完成度により変動 

（８）試食会 

    １２月 けやき工房にて新そばによるそば打ち会 

    収穫量にもよるが、新そば参加者１名当たり ５００ｇ は持ち帰り出来る 

    必要量は購入できます。 

４．参加（募集）人数 

   ① １０名～１５名 家族含めて参加の場合は最大２０名まで 

   ② 圃場の広さは人数により融通が利きますが、５００㎡ を予定しています。 

５．参加費 

   １名 ３，０００円、小学生 ５００円 （保険料 含む） 

６．参加（募集）範囲 

   ① 西部蕎麦連会員 

   ② NPOそばネットジャパン会員 

   ③ 一般 

７．参加者が用意する物 

   道具類は基本主催者が用意するが 

   ① 時節柄コロナ対策 検温の実施、手洗い、マスク 

   ② 農作業の出来る服装  ----  タオル、手袋（軍手） 

   ③ 熱中症対策、       ----  帽子、水筒 

   ④ 場合により 弁当 

８．けやき工房にてのイベント 

   別途計画、参加者に連絡 

９．主催団体 

   NPOそばネットジャパン 西部蕎麦連 

    （代表） 会長  小山 周三 

１０．後援 

   NPO法人そばネットジャパン 

１１．圃場提供及び指導協力者 

   小川農園 ・ けやき工房（狭山市北入曽１０１５－１）  小川 洋之 

    西部蕎麦連 狭山蕎麦文化研究会 田口 利明 

１２．連絡責任者 

    西部蕎麦連 事務局長 

常路麺打ち愛好会    新嵜 照幸 

〒 359-1101 

   所沢市北中 ４－３５６－１０ 

    ℡ 携帯 090-8684-3976 

       自宅 04-2921-5459 

    Mail tokoro-soba@amail.plala.or.jp 

１３．募集期限 

    令和２年 ７月 ３１日（金） 

以上 



令和２年度ソバ栽培体験事業参加申し込み書 

令和 2年度そばネットジャパン交流事業（兼食育事業） 

     

ふりがな  

  団 体 名 
 

 

ふりがな  

氏  名 
 

 

連絡先 

住所 
〒 

 

電話 
 

FAX 
 

携帯 
 

E-Mail(必須) 
 

同行者氏名 

（小学生以下の方は（小）と記

入してください） 

 

 

 

 

 

 

 

ソバ栽培体験有無 有  ・  無 

自家用車利用の有無      有  ・  無 

備 考 

 

 

 

 



◆栽培計画図
N

畝長さ ｍ 栽培品種 常陸秋そば

畝幅 ｍ

ぶどう園

蕎麦栽培体験 市民大学
野菜栽培

500㎡
入間野中学校

0.7

12.0

ソバ栽培体験学習

１．目的
手打ちそばを趣味として、仲間と共にそば打ち研鑽を図っているわた
くしたちは、ソバがどのように育ち、そのようにそば粉として扱われ
ていくのか。ソバ栽培を学習することは、そばの普及・啓発活動とっ
て重要であります。
併せて地元産そば粉販促拡大は重要と考えます。多くのそば打ち仲間
との交流ともに地産地消を推し進めます

２．実施圃場
狭山市北入曽 地区

３．作業内容等
（１）播種作業（予定）

８月２２日（土）・２３日（日）
播種機を使用します。
（天候によりどちらかになります）

（２）発芽確認
９月 ５日（土）・６日（日）
発芽状況を確認後、けやき工房にて、そば打ちイベント
（参加自由、別途費用発生）

（３）除草作業
９月下旬頃から１０月中旬にかけて、圃場周辺における環境整備作業
とする。
３回程度開催

（４）ソバの花観賞会
１０月１０日（土）・１１日（日）頃
開花状況により変動する可能性あり。
ソバの花の鑑賞後、けやき工房にてそば打ち及びそば料理等イベント

（参加自由・別途費用発生）
（５）収穫作業

１１月 ７日（土）・ ８日（日）のどちらか天気都合によりソバ刈
り、はぜかけ作業等
１回開催

（６）脱穀
１１月１４日（土）・１１月１５日（日）
どちらか天気都合により開催するが、コンバインを使用するので見学
が主になる

（７）製粉
１１月下旬
玄ソバの完成度により変動

（８）試食会
１２月 けやき工房にて新そばによるそば打ち会
収穫量にもよるが、新そば参加者１名当たり ５００ｇ は持ち帰り
出来ます。必要量は購入できます。

４．参加（募集）人数
① １０名～１５名 家族含めて参加の場合は最大２０名まで
② 圃場の広さは人数により融通が利きますが、５００㎡ を予定しています。

５．参加費
１名 ３，０００円、小学生 ５００円 （保険料 含む）

６．参加（募集）範囲
① 西部蕎麦連会員
② NPOそばネットジャパン会員
③ 一般

７．参加者が用意する物
道具類は基本主催者が用意するが
① 時節柄コロナ対策 検温の実施、手洗い、マスク
② 農作業の出来る服装 ---- タオル、手袋（軍手）
③ 熱中症対策、 ---- 帽子、水筒
④ 場合により 弁当

８．けやき工房にてのイベント
別途計画、参加者に連絡

９．連絡責任者
西部蕎麦連 事務局長
常路麺打ち愛好会 新嵜 照幸
〒 359-1101
所沢市北中 ４－３５６－１０

℡ 携帯 090-8684-3976
自宅 04-2921-5459
Mail tokoro-soba@amail.plala.or.jp

10．募集期限
令和２年 ７月 ３１日（金）

NPO法人そばネットジャパン
西部蕎麦連
会長 小山 周三

体験学習参加者を募集します
NPOそばネットジャパンの事業の一環とし、NPOそばネット
ジャパンが後援しています。
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《ギヤラリーけやき》
展示面積約46面 (14坪 )

壁面長約21.6m天丼高約1.8～ 2.5m
使用料 2週間30′000円 毎週月曜日体み
(詳細については、打ち合わせをお願いします。)

※このギャラリーは、農、食、自然、地域コミュニティ、歴史、
地域文化などの展示を目的としたものです。
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案 内 図

狭 山市 駅

 ヽ入間野小

入間野中`  す

入 曽駅 か ら歩 いて 10分。

駐 車スペースもあります。(6台 )

《シェアードキッチン》
面積約46面 (14坪)※最大20名程度
囲炉裏でバーベキュができます。
使 用 料 1日 2′800円  (囲炉裏の利用は男嘔途800円 )

小川農園
‐
奉ぎ纂ミ婁ざ轟 ミ′毯ぎ慈t■

・

・350-1315狭山 市 北 入 曽 1015-1
・丁EL:080-8871-7100

・Eメール:i疸ュ～llli豊操■1.11攘́1鎚1巌

利用方法など、お気軽にお問い合わせください。



◆ご利用方法とお願い
≪ギヤラリーけやき≫

□利用方法と利用料金について

日会期 水曜日搬入で、木曜日から次週の日曜日まで。(土 日2回入ります。)

日時間 10:00～ 18:00  日休館 日 毎週月曜日

口料金 2週間3万円

※お申込み時に1万 円、残金は開催日までにお支払いください。

□搬入口搬出について

口搬入は、水曜日の9ЮOからお願いします。

・搬出は、清掃を含めて開催最終日の18ЮOまでにお願いします。

□運営管理について

・展示品の管理などは、ご利用者側の責任でお願い致します。
口地震、火災、盗難その他の不慮の事故による損害については、責任を負いかねますので、

あらかじめご了承ください。

□その他

・案内状の作成口
F口 刷・広報などは、ご利用者でお願いいたします。

《シェアードキッチン》

□利用方法

口利用希望の1週間前までに、ご連絡ください。

・囲炉裏を使うときの、網や炭は容易してあります。

日飲食物はご持参ください。

日ごみはお持ち帰りください。

□利用料金

・1日単位で2′800円

※囲炉裏の利用は、別途800円 (網、炭代 )

□お薦めの使い方いろいろ

①少人数のハ―゚ティ会場として、食材を持ち寄つて、皆で料理しながら、おしゃべり時間。

②コミュニティカフェとして、月1回のレストランを開く。

③畑から直送の野菜を使つて、旬の野菜料理教室やワイン講座。

④2階のギヤラーと一緒に使つて、展示会の打ち上げなど。

・………アイデアいろいろで使つてください。

□お願い

・住宅が近いので、カラオケや大きな声は禁止です。
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