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完 熟堆肥 作りの 強い味 方

完 熟 堆 肥 を 作 り た いけ
ど、 なかなか 堆肥を積 んで

使 い な の で 結 構 目 立 ちま

酵温 度が上が るのか不 思議 上が った堆肥 は各種ミ ネラ

ミ ネラルな のになん で発 なり ます。も ちろん、 出来

市 場や太田 市場

場 といえば 築地

とは まったく 違います 。日 ろ ん 保 冷 車 で は あ り ませ

から 市場まで の輸送が 日本 態（ 写真・左 上）で、 もち

実 は、タイ の場合は 産地 送は トラック に山積み の状

そ のため、 市場まで の輸

な どがあり ます

本の 場合、ス ーパーな どで ん。 バンコク の市場の 場合

多い ですね。

が 、もちろ んタ

の販 売が多い ためか、 生産 です と、遠い 産地から 約

日本の大 手市

イ にも青果 市場

は りどの国 でも

て いるのは 、や

ガ チャガチ ャし

場 です。か なり

が タイの青 果市

写真（左 下）

の状 態）で売 買される ため 常に 立派な白 菜が並ん でい

のま まの形（ 収穫した まま 輸送 の問題で 、産地で は非

まで 野菜等を 持ち込み 、そ と思 い込みま すが、実 際は

し、 タイの場 合、まず 市場 はよ く「農業 事情が悪 い」

れる ことが多 いです。 しか どは 非常に小 さく、観 光客

店舗 に並ぶ状 態）が取 引さ スー パーで見 かける白 菜な

場で は最終商 品（いわ ゆる す。 ですから 、バンコ クの

まい 箱詰めで 輸送され 、市 うぜ んですが 野菜は傷 みま

地で パッキン グまでし てし 時間 はかかり ますんで 、と

市 場は一緒 かな

が あります 。

と いう感じ がし

市場 で籠は必 需品です 。

るん です。

ま すね。た だ、
日 本の市場 と違
う 点は、や はり
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月のミネ ラル栽培 勉強

会の 時にご覧 になった かた
な経 験ありま せんか？ そん

も温 度が上が らない。 そん
な時 にお勧め なのが「 発酵 臭力 も持ち合 わせてお り、

も多 いかと思 いますが 、特
別ミ ネラル栽 培の会の 「の

ま た、この ミネラル は消

ぼり 旗」を製 作しまし た。
促進 ミネラル 」です。

す。 直売所や イベント など

なの ですが、 実はこの ミネ ルを 含有して いますの で各

堆肥 分解時の 悪臭対策 にも

あま り他では 見られな い色

にい かがでし ょうか？
生物 を活性化 させるチ カラ りま す。

ラル は発酵に 必要な有 効微 種作 物の生育 向上につ なが
を持 っている のです。 有効

希 望者には 販売もし てお
りま すので、 事務局ま でお

堆 肥化でお 悩みの方 には

問い 合わせく ださい。

微生 物が活性 化すると おの うっ てつけの 商品では ない
● 主成分

ずと 発酵温度 が上がり 、雑 でし ょうか。
菌も 減少、か なりスピ ーデ

大 量の大き い籠
が並 んでいる という点 でし

２ 価と３価 の鉄イオ ン・
カリ ウム・マ グネシウ ム・

ょう か。普通 はダンボ ール

ィー に堆肥化 すること が出
来ま す。

が大 量になら んでるこ とが
％天 然無機で す。

亜鉛 ・カルシ ウム・ナ トリ

アジアンコラム
ウム ・リン・ 銅・マン ガン
他（

なく かけてく ださい。

どの 原料に噴 霧機等で 万遍

に希 釈し、畜 糞・生ゴ ミな

０ｃ ｃを水で ３００倍 程度

促進 ミネラル ３００～ ４０

１ト ン）の原 料に対し 発酵

１ リューベ （約０． ７～

● 使用方法

ませ ん）

有害 物質は一 切含んで おり
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都 会の人間 にはあま り縁がな いです が「結い
返し 」という 言葉があ ります。 いわゆ る労働交
換の ことで、 辞書によ ると江戸 時代か らある農
作業 を助け合 う相互援 助組織だ そうで す。屋根
の葺 き替え、 田植えや 稲刈りな ど自分 一人では
でき ないこと は、まわ りの人々 と労働 力を出し
合い 、乗り越 えてきま した。農 村では いまでも
この 『結い』 の精神が 生きてい ます。 テレビで
は毎 日、
嫌な ニュース ばかりが 流れて いますが 、
今の 社会に足 りないの はこの『 結い』 の考え方
のよ うな気が します。

タ イ の市 場 と 流 通 事 情
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