資 材勉強会 終了後に は、

しあ げたいと 思います 。

を借 りて事務 局より御 礼申

特別 ミネ ラル 栽培の 会 会報
「 小雪がち らついち ゃっ 力せ ねばなら ないと感 じま
今 回、資材 勉強会に お呼

て参 加人数は 大丈夫？ 」と した 。
い う 事 務 局 の 心 配 を よそ
に北 海道・群 馬・東京 ・京 国各 地からメ ーカー様 にお

ミネ ラル栽培 の稲作を 実践

栃木 有機農法 研究会で 特別

イチ ゴ施設栽 培の薄葉 様と

都・ 山口から 総勢百名 以上 いで いただき 、短い時 間の

され ている福 田様の体 験発

名 。全

のご 参加をい ただき、 事務 中で たいへん 貴重なお 話を

しい 農業講談 の宝井琴 梅講
談師 の講演と 、たいへ ん内

ま た、恒例 ののお楽 しみ

にも かかわら ず、９時 半に 抽選 会には、 各メーカ ー様

容の 充実した 勉強会と なっ

時

はほ とんどの 方々が集 合さ から 六十万円 以上の商 品を

たと 思います 。

おろ しました 。開会が

表、 午後から はたいへ ん珍

に、 福島県・ 栃木県を 中心 びし た講師は 総勢

平成17年12月
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局と してもホ ッと胸を なで して いただき ました。
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れ、 なかには ８時半か ら来 提供 していた だき、こ の場

勉強会・親睦会
平成17年12月

【資材勉強会】
■アクトプラスについて
■海藻粉末について
■EB-aエコ・オスマック
キトサニンについて
■ポジティブリスト制

●エ ーテッ ク株式 会社

エ コ・

●株 式会社 クラシ ック

しい 講談でし た。

●食 環境衛生 研究所

●有限 会社せい

群馬 県。久保 氏・菊池 氏。

微生 物培養・ 農薬検査 等。

いる 。

井手 商会

製造元 。

●株 式会社

指導 および農 業資材販 売。

新作 ・古典両 面で活動 して の会 事務局。 各種作物 栽培

両師 匠の長所 を受けつ ぎ、 福島 県。特別 ミネラル 栽培

まく る手強い 調子の馬 琴。

鶴。 真っ向か ら大きく 押し ラル

がけ ていた温 和な口調 の南 群馬 県。清水 氏。天然 ミネ

時 代との適 合をつね に心

宝 井琴 梅
【 たか らい きん ばい 】

「農 は国の基 なり」素 晴ら 粒輸 入元。

同が 勇気付け られまし た。 東京 都。高橋 氏。ニー ム顆

お話 していた だき、会 員一

を、 たいへん 分かりや すく オス マック・ キトサニ ン

農 業の尊さ 、大事さ など 京都 。
真鍋氏 。

いた だきまし た。

【農 業講談】 の講演に 来て 輸入 元。

今 回、宝井 琴梅講談 師に 東京 都。貫見 氏。海藻 粉末

●ア ンデス 貿易株 式会社

イル・アクト プラス製 造元。

岐阜 県。片岡 氏。ニー ムオ

●㈱ アイア ンドア ール

◆ 参加 メ ーカ ー詳 細◆

【農業講談】
『農は国の基なり』
宝井琴梅 講談師

E
B
a

られ てメーカ ーさんに 質問
を浴 びせてい る会員様 もお
られ るなど、 改めて当 会へ
の関 心の高さ に驚かさ れま
した 。
前 回同様、 原田会長 （福
島県 福島市） の挨拶か らス
ター ト。のっ けから「 メー
カー さん達に も価格・ 農産
品販 売などに ついて努 力し
てほ しい」と いう厳し いお
言葉 までいた だいてし まい
まし たが、メ ーカーと しま
して も直接農 家さんと 接す
る会 だからこ そお聞き でき
るこ とで、今 まで以上 に努

【体験発表】
■イチゴ施設栽培
矢吹町 薄葉一啓
■稲作でのミネラル栽培
矢板市 福田秀勝

1
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会報』
『特別ミネラル栽培の会
①

特別ミネラル
栽培の会
特別ミネラル栽培の会
勉強会・親睦会
大成功！
勉強会・親睦会 大成功！
平成17年12月3日(土)、矢吹町のレストランいやさかさんにて、
第２回目となる『特別ミネラル栽培勉強会・親睦会』が開催されました。

