年度

●催 し
平成
特別ミネラル栽培勉強会

本 誌１面で もお知ら せし

しす る時間も 取れませ んで
し た が 、 ご 希 望 の 方 は各
ブー スにて直 接メーカ ーと
お話 すること が出来ま す。
それ に伴い、 今まで参 加さ
れて いなかっ た農業機 械・

●募集
体験発表募集

月 日の 特別ミネ ラル

分 程度

表し ていただ ける会員 様を

ハウ スメーカ ー様にも 参加 栽培 の会勉強 会で、体 験発
をお 願いして おります 。
体験発表は約

今 年から栃 木有機農 法研 募集 いたしま す。
究会 等で導入 を開始し た水
田用 除草機や 畑作用除 草機 で、 実際に栽 培した体 験談
をお 話いただ きます。 内容

●催し
ふるさと回帰フェア

２ ００６
日に、東 京丸

●募集

インターネット

委託販売出品者募集

編
編集
集後
後記
記

そろそろ 会報

を書かな けれ

ば… とはずっ と思って いた

月も終 わり。本 当に

ので すが、ふ と気がつ くと

もう

ごめ んなさい 。▼それ にし

特 別 ミ ネ ラ ル 栽 培 イン ても 、今年の 気候はお かし

ター ネット委 託販売に 出品 いで すね。春 先はなか なか

して いただけ る会員様 を募 温 度 が 上 が ら な い と 思え

集し ておりま す。初期 費用 ば、７月は大 雨。雨が上 がっ

や月 額固定費 なして出 品が たと 思えば、 今度は猛 暑。

お盆 に晴れて くれたん で、

可能 ですので 、ぜひご 検討 たま りません 。▼なん とか

くだ さい。

ご 連絡をい ただきま した お 米 だ け は 取 れ そ う でち

月 ・

の内 にあるサ ンケイビ ル前

ら、 事務局よ り担当者 が直 ょっ と安心し ました。 ▼来

な お、恒例 となりま した は簡 単なもの でよく、 堅苦

も展 示予定で す。

広 場 の メ ト ロ ス ク エ アで

電 話０２４ ８・４１ ・２

６２ １【事務 局】

事 務局では 、次回会 報作

うに 。▼事務 局 井手 浩智

ま た、発表 していた だい

に事 務局へご 連絡お願 いい

▼ 問い合わ せ先

接お 伺いして 詳細を説 明さ 年は 良い気候 でありま すよ

勉 強会の詳 細につき まし を用 意してお りますの で、

こ のなかで 、山口県 の特

「ふ るさと回 帰フェア ２０

抽選 会（ハズ レなし） も、 しい 必要はあ りません 。
もち ろん開催 しますの でお
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た方 には、事 務局より 粗品

ネラ ル栽培の 会勉強会 は、

ては 、 月末 までにお 届け どし どしご参 加くださ い。

楽し みに。

日に開 催を予定 して

月

別ミ ネラル栽 培の会会 員の

いた しますの で宜しく お願
いい たします 。

事 務局から も２名応 援に

成に 向けて皆 様からの 情報

●お知らせ
駆け つける予 定でおり ます

を開 きます。

特別 ミネラル 栽培のブ ース

有限 会社加登 （堀江） 様が

参 加希望者 は 月末 まで

今 回は栽培 会のメン バー

たし ます。
▼ 問い合わ せ先
電 話０２４ ８・４１ ・２
６２ １【事務 局】

をお 待ちして おります 。

ま た、次回 はこんな 特集

まで お知らせ ください 。

ざい ましたら 、ぜひ事 務局

とや 面白いイ ベントな どご

会 員へお知 らせした いこ

ので 、東京近 郊の方や 東京
へ行 かれる予 定のある 方は
ぜひ ブースへ お立ち寄 りく
ださ い。
▼ 開催日時
月 日・ 日

ご要 望もお待 ちしてお りま

をし てもらい たいとい った
す。

▼ 開催場所
東京丸の 内

福島県西白河郡矢吹町弥栄 49-7
電話
（０２４８ ）４１－２６２１
ファックス（０２４８ ）４１－２６２２

おり ます。
が増 えたこと もあり、 定員
を２ ００名と して玉川 村の
体育 館で開催 いたしま す。
勉 強会の内 容は、体 験発
表を 中心に考 えており ます
ので 、会員の 皆様に直 接役
立 つ 内 容 に な る と 思 いま
す。
ま た、会場 が体育館 とな
りま したので 、各メー カー
のブ ースを設 置する予 定で

サンケイ ビル前広 場

事務局

特別ミネラル栽培の会
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↑ 水田 用除草 機
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