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とき；平成２２年５月１５日（土）午後１時〜３時３０分
ところ；手打ちうどん「笹子」
今年の定期総会は例年と違い、新百合ヶ丘に
ある手打ちうどんの店「笹子」の集会室を借り
ての開催となった。
当日は天気にも恵まれ、参加者も川崎北部と
いう地理条件にもかかわらず、役員 14 名、会員
11 名の計 25 名であった。ネット回答も含め 20
件の委任状を得て、総会は成立したことが報告
された。
冒頭の池田支部長の挨拶では、今回の総会が
設立総会から１０回目の総会となり、１０周年
記念事業を企画していることが熱く語られた。
議長には阿部秀雄氏が選ばれ、その進行によ
り第１号議案平成 21 年度事業報告が北條事務
局長から、次いで第２号議案 21 年度決算報告が
門井会計から、会計監査報告が橋本会計監査か
ら提案され、それぞれ承認された。
第３号議案は山田幹事長からなされた。趣旨
は、当支部も１０周年を迎えることとなり、小
平市にある本部から自立する力を備えたと判断
されたこと、これは本部の総会でも承認を得て

いることの説明がなされ、新名称として「武蔵
野手打ちうどん保存普及会川崎」が提案される
とともに、新たな出発を期したいとした。併せ
て、関係する規約の改正も提案された。「支部」
をすべて「会」と書き改めるものであり承認さ
れた。
第４号議案平成２２年度事業計画案において、
北條事務局長から１０周年記念事業を中心に、
記念講演や記念事業としての海外旅行、
「麦穂だ
より」の集冊版の発行などを企画していること
が提案された。だが同時に手打ちうどんの実演
や食べる会などを拡大して積極的に活動するこ
とも計画し、自治活動センターの助成金を申請
したが、今回は採択がなされなかったため、第
５号議案平成２２年度予算案については取り下
げして後日に再提案することとした。
総会終了後は、その場で懇親会が行われ、店
自慢の手打ちうどんを食しながら軽い酒宴をも
って歓談が行われた。
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3 月 14 日（日） 平成 21 年度第 4 回うどん講習会
参加者

午前 19 名

4 月 13 日（金） 本部支部連絡会
出席者
出席者

午後 12 名

役員 10 名

新小平駅前集会室

本部 6 名

4 月 17 日（土） 本部定期総会

高津高校調理室

支部 4 名

小平市福祉会館
本部 40 名

4 月 19 日（月） 支部第 6 回役員会

支部 4 名

市民活動センター・武蔵小杉

出席者

・市民公益活動助成金の申請について
・本部から独立に関する取り組みについて
・定期総会について
・10 周年記念事業について
5 月 15 日（土） 平成 22 年度（第 10 回）定期総会

手打ちうどん「笹子」

出席者

委任状 20 名

会員 11 名

役員 14 名

12 名

北條
寒風の中で一生懸命踏んだ麦は、五月晴れの
中で気持良さそうに風を受けていたが、6 月に
近づくとだんだん黄金色に染まってくる。麦秋
である。
梅雨の合い間をぬうように刈入れる。のこぎ
り鎌でサクサクと刈取り、ひもで束ねる。すぐ
に腰にくる。隣の妻も痛そうだ。何束か刈って
は背伸びをし、又、しゃがむ。2 時間以上は作
業を続けただろうか。畑全体が麦の株跡だけと
なる。麦を青竹で作った架にかけ、上に雨除け
のビニールをかけてこの日
は終了である。
数日後、脱穀を行なった
が、近所の農業仲間が機械
を貸してくれ、その操作も
行なってくれた。十数分で
作業完了。収穫されたのは
殻付の段階で約１８ｋｇ、
予定の１/２程度である。通
常、麦は１反（３００坪）
で５俵から６俵らしい。１
反の１/１０、すなわち３０
坪が私の麦畑である。１俵
を６０ｋｇとすると３００ｋｇから３６０ｋｇ
の１/１０、３０ｋｇ～３６ｋｇが獲れるはずな
のに残念ながらの結果となってしまった。初め
てだからしょうがない、自分で自分を慰さめる。
早速、小平へ電話する。製粉の依頼である。
川崎市内には製粉所は一軒も無くなったと聞か
されていたので、又、小平を頼ることにした。
早る私に返ってきたのは、一夏乾燥させて、涼
風の吹く頃に製粉した方がうどんに適した粉に
なるということであった。かくして、一夏、小
麦は我が家でともに暮らすことになってしまっ
た。
９月下旬、待ちにまった製粉の日である。ハ
ンドルも軽く小平に到着。しかしまた、トラブ
ル。２０ｋｇ未満では製粉所は受けてくれない

秀衛（事務局長）

という。これは困った。しかしすぐに助け舟、
殻付の小麦を２ｋｇ、山口会長から譲り受ける
ことができたのである。小平の麦と黒川の麦が
ドッキングして製粉機にかけられることになっ
た。引き取りは明日以降であるとのこと。
袋にひとつ、これがおおよそ１年かけた私の
麦づくりの結果である。正味は約１８ｋｇ。１
割ほど減少している。麦作りの名人になると製
粉後の重さが増量することもあるそうだ。そん
な馬鹿なと思ったが、粉が空気にふれるとそう
いう現象が起きるという。
ただし実がぎっしりとつま
っていることが条件だそう
である。
我が家に帰りついた農林
６１号、１８ｋｇ、いつも
の田中製粉に較べると少々、
色が黒い。黒川産だからだ
ろうというのは、きつい冗
談である。実の入りが悪い
のがその原因と思われる。
水が廻るにつけ、案の定、
色が黒っぽくなってくる。
美白が流行の現在ではあるが、一昔前はガン黒
が流行った時代もあったのだ。こんがりやけた
小麦色の肌が健康の印だったころもある。色も
重要だが、こうなったら味で勝負だ。
獲れたて、打ちたて、茹でたて、いわゆる３
タテである。おいしい、しかし、モソモソして
少しのどごしは悪かった。香り、こしはいつも
といっしょだった。
何より、味は農林６１号そのものである。見
映えは悪いが、おいしい。これが今回の初挑戦・
小麦粉作りの結果であった。オーストラリアか
らの小麦粉の輸入が絶えても、うどん、それも
おいしいうどんを食べられる。私のうどん人生
に灯りがともったのである。次の小麦作りに、
より精を出すことにしたい。

