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参 加者は前 回よりか なり

玉川村体育館で開催！
玉川村体育館で開催！
特別ミネラル栽培の勉強会
特別ミネラル栽培の勉強会
毎年恒例となりました『特別ミネラル栽培の会勉強会』が、
平成18年11月25日（土）に福島県玉川村村民体育館で開催されました。

たそ うです。 そんな中 で特

それ らの病害 虫を食い 止め

別ミ ネラル栽 培の会の 存在

して 入院をす ることに なっ

農薬 使用が原 因で体調 を崩

るこ とができ ずに苦し み、

その 感想をお 聞きしよ うと

を知 り、土壌 改良と虫 予防

に取 り組みま した。土 壌改
ま ずは、原 田会長（ 福島

から の病気予 防対策と して いる ように、 儲けよう とし

粉末 、ＥＢａ エコです 。苗 儲か ると言う 字に示さ れて

よる 体験発表 をしてい ただ

県福 島市）の 「ミネラ ルを

ＥＢ ａエコ、 オスマッ ク、 て追 いかける のではな かな

ラル 栽培勉強 会」が開 催さ 準備 段階では 、体育館 が広
にと もない、 今年から 玉川 が、 実際には 予想以上 の参

利用 したナシ 栽培」に つい

農業 用天然ミ ネラル１ を苗 か追 いつけな い。実践 のあ

良に 使用した 資材は、 ＴＢ は、 成功しな い。人の 言う

村村 民体育館 （福島県 ）に 加者 で、危う く机と椅 子が

て。 原田会長 は、福島 市庭

の段 階から散 布し、病 気に とか らついて くるのが 儲か

きま した。

会場 を変更さ せていた だき 足り なくなる 所でした 。

坂地 区で梨栽 培をされ てお

エ ース（微 生物）と 海藻 こと を信じて 取り組む 者が

今 回の勉強 会は、さ まざ

り、 微生物・ ミネラル 関連

ょう か？

まし たがいか がでした でし

まな 資材を使 用した方 々に

れま した。参 加人数の 増加 す ぎ て 不 安 だ っ た の です

いう ことで、
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に、 毎年恒例 の「特別 ミネ 増え て約一八 〇名。前 日の

名の会 員に
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会報』
『特別ミネラル栽培の会
①

ども 事務局の 人間にと って

果的 が熟知さ れており 、私

ング での資材 投入が最 も効

るこ ともあり 、どのタ イミ

はり 長期間に 使用され てい

長く 使用され ています 。や

資材 について は当会で 最も

その 結果、体 調を崩す こと した 。

で栽 培に取り 組みまし た。 きる と思う。 」とのこ とで

（全 面散布と 植穴に使 用） る作 物を栽培 すること がで

（葉 面散布） とニーム 顆粒 消費 者に指示 していた だけ

Ｎ ｅ ｗ ニ ー ム ア ク ト ＬＧ ネラ ルを使い こなすこ とで

虫予 防に使用 した資材 は、 生理 を理解し て、適正 にミ

強い 苗作りに 努めまし た。 る農 業につな がる。作 物の

今 回の体験 発表は、 発表

なく 農業に従 事するこ とが

原市 の阿見さ ん。発表 内容

２ 番手は、 栃木県那 須塩

とで す。

的に は黒字に なったと のこ だっ たような 気がしま す。

ただ けること となり、 経営 め、 たいへん 有意義な もの

者か ら名指し で購入し てい ら 発 表 し て い た だ い たた

でき 、美味し い野菜は 消費 者が それぞれ 違った視 点か

は、 「微生物 ・ニーム ・ミ

シ等 の害虫の 被害を受 け、

シ・ スリップ ス・ネキ リム

が多 発。同時 に、アブ ラム

コ・ 半身委凋 等の病気 被害

培」 。阿見さ んは、ウ ドン

さん 曰く、「 儲ける農 業で ない 。」だっ たそうで す。

して いただき ました。 藤井 だっ た。他で は見たこ とが

かる 農業」の 成功例を 発表 を と り は じ め た の は 驚き

参加 された藤 井さん。 「儲 と同 時に参加 者全員が メモ

最 後の発表 は山口県 から の感 想が、「 発表が始 まる

余 談ですが 、初参加 の方

ネラ ル等使用 の露地野 菜栽

表内 容でした 。

もた いへんた めになっ た発
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