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特の 農業技術 や考え方 を実
際の 農家さん から教え てい
ただ き、非常 に勉強に なり

福
福島
島の
の梨
梨
通信販 売を 開始 ！

年 前から特 別ミネラ ル栽

培を 実践、土 作りを重 ねて
きた 、栽培会 の中でも 最古
参の メンバー で形成さ れて

ま た、地元 新聞社（ 十勝 では 、９月初 旬のシー ズン

と安 全性で非 常に高い 評価

福 島市の庭 坂梨出荷 組合

毎日 新聞）に も、勉強 会の 開始 に向け、 インター ネッ

を受 けており 、今まで は一

まし た。

道の 十勝川温 泉ホテル 雨宮
模様 が大きく 取り上げ られ ト委 託販売に よる特別 ミネ

月 日、 北海

館で 、高橋商 会主催の 北海
てお り、色々 な意味で たい ラル 栽培の梨 の通信販 売を

いま す。

道特 別ミネラ ル栽培勉 強会

部の 高級スー パーでし か購
入す ることが できませ んで

そ の梨は、 各方面か ら味

が開 催されま した。参 加者
へん 充実した 勉強会に なっ 開始 しました 。
庭 坂梨出荷 組合は、 栽培

有機 に近いこ の栽培方 法を

幸水 ・豊水・ 二十世紀 ・

した が、今年 はじめて 通信

今度 道内でも 広めるた め、

ゴー ルド二十 世紀・新 高と

主 催の高橋 社長は「 完全 会が 発足する ずっと前 、約

内 容は特別 ミネラル 栽培
特別 ミネラル 栽培の会 十勝

人。

によ る土壌改 良や病害 虫対
支部 を立ち上 げたい」 との

販売 を開始し ました。

策に ついて。 講師陣は 事務

なり ます。現 在はイン ター

今 回お届け するナシ は、

局か ら 名の 他、食環 境衛
こと で、ぜひ 実現に向 けて

ネ ッ ト 上 で の 予 約 の みと

生研 究所から もおいで いた
事務 局もお手 伝いさせ てい

だき ました。

先日、農 業指

導 のためタ イの

農 場へ行っ たと

き 、タイの 農業

用 運搬車を 発見

し ました。 （下

パッと見 ると

写 真）

普 通のトラ ック

の ような形 をし

て いますが 、実

キ ロは

実 は ５ 年 ぐ ら い 前 まで

は こ れ 、 前 に は、 耕運機（ 時速

乗 っている エン 出る 優れもの ）が農家 のメ

ジ ンは耕運 機や イン の移動手 段だった ので

ポ ンプ用の エン すが 、いつの 間にかト ラッ

ジ ンなんで す。 ク？ に取って 代わられ たよ

つ まり、売 って うで …。ちょ っと時代 の流
売も 受け付け ておりま すの

エン ジンは別 売り。ポ ンプ ラッ ク、日本 では間違 いな

い るのはト ラッ れを 感じてし まいまし た。

な お、北海 道特別ミ ネラ

で、 ご希望の 方は事務 局

し かし、さ すがにこ のト

した が、参加 者のみな さん

ル栽 培の会に ついては 高橋

用の エンジン をよいし ょっ く許 可されな いですね …。

ク の側だけ で、

も非 常に熱心 で、事務 局の

との せると走 り出しま す。

井手浩 智◆

（０ ２４８・ ４１・２ ６２

◆事務局

１） までご連 絡くださ い。

病を 予防した いすべて の人

商会（電話０ １５５・３ １・

化さ せ生活習 慣病の予 防に

です 。特に免 疫細胞を 活性

コを 混合した のが
「三 宝寿」

ラタ ケ。この ３種類の キノ

然霊 芝、今注 目の天然 カワ

の王 様として 人気の高 い天

コブ に、伝統 的に健康 食品 ０２ ４８・４ １・２６ ２１

近年 話題沸騰 の天然メ シマ にお 勧めしま す。▼問 合せ

三宝寿

８３ ０４）ま で。

北 海道では 初の勉強 会で

日 本で は許可 されな い ？ 運搬車

人間 も夜中ま で質問攻 めに

アジアンコラム

あう ほど。事 務局も、 東北

力を 発揮しま す。生活 習慣

なっ ておりま すが、一 般販

ど道 内各地の 農家約

は地 元音更町 周辺、そ の他
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