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＊畑のじゃがいもで

＊ニョッキにかけるトマトソース

＊卵のオムレツ
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＊アーモンドのクッキー

畑の新鮮野菜でイタリア料理に挑戦！
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本真理さんで長野県に在住し、活躍されています。
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『ハクビシンだったのでしょうか？？』
 

７月、猛暑の中、トマトの成長と共に収穫できていた沢山の実がありましたが、

トマトを収穫して沢山食べようとしていた

８月下旬は、収穫が少々になっていました。

今現在、思い返してみると、雨などで割れて

しまっていたトマトを切り落とし地面にあった

はずの熟したトマトも無くなっていたので、

やはり何かの動物が来ていて食べていたのは

間違いないようです。

 

８月の畑の手入れの際、サツマイモの畝の横に、

小動物の糞を見つけました。それがきっかけでハクビシンが来ているのではないかと、

考え始めました。

そして、ハクビシンはニンニクが苦手

ニンニク汁をまいたりして

 

９月、トマトは赤いものが残るようになりました。

かといって、それほどニンニクの効果が１００％あったとは思えません。

ハクビシンは人の家に住みつくそうです。もしかしたら人の手によっていなくてなって

しまったのかもしれませんし、実際、ハクビシンの行動だったのかは定かではありません。
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今年の経緯は来年の栽培に活かすことが出来るはずです、

 

機会がありました。

「電気や網の柵を張ったらいいんだよ」

と言う方と、

「子どもたちと楽しくやれれば、それでいいのよね」

と言う人。色んな意見があります。

 

ひょっとしたら、夕方、暗くなっても作業をしていたら、ハクビシンの家族に遭遇するか

もしれませんね。
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今後、他の作物などイノシシの被害にも遭うことがあるかもしれま

せんが、ハクビシンに対して、ニンニクの効果が少しでもあるなら

先日、陶芸の時にお世話になった「ふくろう屋」一号店のお店の方

 

１０月、作業や行き帰りの時に度々お会いする方々に近況を伝える

ひょっとしたら、夕方、暗くなっても作業をしていたら、ハクビシンの家族に遭遇するか


