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活動の目的

私たちは、環境と調和のとれた農業生産活動を推進す
ることによって、かけがえのない琵琶湖をはじめとし
た、自然環境と共生する農業を目指しています。
また、消費者や生産者、流通機関など、食や農に関わ
る人と人とのつながりを大切にしながら、安心・安全
な農産物の普及に向けた取り組みを進めています。

土づくりへのこだわり

環境にやさしい循環型農業への取り組み

土づくりは農業の基本であり、とても大切な作業です。
良い土は、農産物を害虫や病気に強く元気に育て、
しかもおいしくします。

私たちが土づくりに使用する堆肥は、地域から排出さ
れる資源を使っており、資源が循環する環境にやさし
い農業に取り組んでいます。
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もともと野菜が苦手だったの
で “食べやすい野菜” を作る
ため、野菜に寄り添った栽培
に取り組んでいきたい。

はんのき農園
七里 俊光

〈湖北町山本〉
みんな（自然・生物・人）にやさしい
農業を目指しています。仲間を増や
して一緒に有機農業の輪を広げたい。

時里 勝
〈木之本町飯浦〉

肥料もなるべく抑えて、農作
物に負担をかけない栽培に取
り組んでいます。人や動物も
住みやすく、環境にやさしい
農業を心がけています。

（農）大戸洞舎
小障子 正喜・松本 茂夫・山下 智広

〈小谷上山田町〉
土づくりの大切さを感じながら農業に取り組んで
います。更に土づくりのレベルを上げて、いい農
産物をつくりたい。

ばんば 楽 々ファーム
福永 善吾

〈 新庄馬場町〉
水や空気、土など自然環境の
ことを考えながら農業をして
います。有機農業を通じて、
人と人とのつながりや仲間を
大切にしていきたい。

そふぁら
筧 太津郎
〈 相撲庭町〉

「食が人の心と体を作り、味
が喜びと感動を生む！」有機
農業が当たり前の世の中にな
ることを願っています。週末
はカフェ営業をしています。

伊吹 浩一
〈湖北町河毛 〉

野菜が本来持つ力を最大限
に引き出して、安心・安全で
おいしいものを育てたい。地
元の人たちが、気軽に買いに
来てもらえる農園にしたい。

押谷 紀行
〈法楽寺町〉

地球や自然環境のことを考えて
有機農業に取り組んでいます。
また将来を担う子ども達に安
全なものを食べて欲しい。

宮澤 幸次
〈高月町柏原 〉

しっかり有機農業で育てた
野菜は強く、虫にもやられ
にくい。子どもや孫たちの
未来のためにやれること
をやりたい。

㈱中重　池田 浩
〈高月町横山〉

しょうがいを持つ人たち
に、農業を通じた働ける場
を作りたい。消費者に安心・
安全な農産物を届けたい。

西村 孝則
〈下之郷町〉

自然と向き合いながら、農
産物の日々の生育を見るの
が楽しい。野菜が本来持つ、
香りや味を楽しんで欲しい。

草野 大地
〈北ノ郷町〉

「有機農業は未来への気遣
い」。食べれば分かるおい
しさを知って欲しい。

横 関  隆 幸
〈木之本町大音〉

自然と向き合う有機農業が
好きで面白い。" おいしい "
が最高の褒め言葉です。

有機農業
に取り組む
農家の皆さん



有機農業推進協議会のメンバーが集まって
共同出荷組織を立ち上げました。

「おてまいり屋」という名前は
この湖北地域の方言からいただきました。

農家が手間ひまをかけて
そして、愛情をたっぷりとこめて育てている
「おてまいり」のお野菜をお届けします。

地元の飲食店や店舗をはじめ
こども園での給食にも提供しています。

シンプルな味付けで
調理するのがオススメ！

ここでの「有機農業」は化学肥料
および農薬を原則不使用である

農法を指しています

Nagahama おてまいり屋

飲食店

長浜市三ツ矢元町 27-24　TEL.0749-64-2338　月・火定休
bon-henna & head spa  （ヘアサロン）

米原市曲谷 138　TEL.090-2192-7676
暮らシフト研究所

長浜市元浜町 15-10　TEL.0749-53-2532　水・木定休
暮らし案内所「どんどん」

長浜市元浜町 8-28　TEL.0749-53-3125　月・火定休
長濱ええもんショップセイキン

長浜市鍛冶屋町 727　TEL.080-3847-4363　月定休
Pocapoca  （ヘアサロン）

長浜市東野町 252-1　TEL0749-74-2875　不定休
PICNIC CAFE あかつき （カフェ）　

長浜市上山田 632　Facebook：うぐら食堂　不定休
うぐら食堂

無店舗営業　TEL090 -3913-6223　不定休
しぜん食堂ポトフ（自然食）

米原市春照 469　TEL.080 -1506- 1580　月・火営業
佐々木文具店（文具・雑貨・喫茶）

長浜市北船町 5-1　TEL.080 -4393-2122　月・火定休
cafe hiyokomame（カフェ）

長浜市八幡東町 626-4　TEL.0749-50-7899　月定休
リュイソー ( フレンチレストラン )

長浜市大戌亥町 1031-3　TEL.0749-65-6450　月定休
梅花亭（ラーメン）

長浜市曽根町 1258　TEL.0749-72-3655　月定休
レストランびわ（洋食）

無店舗営業　TEL.080-6140-8459　不定休
あおいふき（お野菜料理）

長浜市元浜町 6-30　TEL.0749-63-6688　不定休日有
魚丸 ( 居酒屋 )

長浜市朝日町 14-1　TEL.0749-63-4300　火定休
長浜浪漫ビール ( ビアレストラン )　　
長浜市元浜町 11-23　TEL.0749-62-6364　水定休
びわこレストランROKU ( フレンチレストラン )

有
機

農業
で
育った野菜のおいしい食べ方

なぜなら有機農業で育った野菜は　　
味が濃くて香りがとっても豊か。　

だから素材のおいしさをめいっぱい　　　
楽しむことができます。　

TEL . 090 -5885 -2872  ( 事務局 伊藤 )
Mai l   nagahamayk01@gmail .com

Facebook instagramおてまいり屋

イベントなどでの出張販売情報や取扱店舗の追加情報などなど
Facebook や Instagram に随時アップしています♪

@n.otema i r i ya

取り扱い店舗のご紹介

販売店

長浜市有機農業推進協議会
長浜市新庄馬場町 251 -1
TEL .090 -5090 -3636  ( 会長 福永 )
Ma i l   z engo - fu@zeus . eone t . ne . j p

就農を希望する方の
スタイルや栽培品目に合った
会員農家を紹介し、畑見学や
就農に関する疑問や相談に

お答えします。
  気軽にお声かけください。
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