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本 誌２面で も紹介し まし

商品 を持ち帰 られた参 加者
もお られまし た。今年 も昨
年に 負けない 位の協賛 品が
用意 されてい るそうで す。

青森県の会員様へ

日 に開

栽 培会のイ ベントで はあ

勉 強会のお 申し込み 、お りま せんが、 １月
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本 当 に 今は

冬？なん でし

ょう か。寒い ことは寒 いの

です が、いっ たい雪は どこ

へや ら。大雪 は嫌です が、

特 別 ミ ネ ラ ル 栽 培 イン てほ しいもの です。▼ 雪の

委託販売出品者募集

事 務局で「 会員証」 の発

ター ネット委 託販売に 出品 かわ り？なの か、先日 の爆

会 員証 作 成に つい て

社高 橋商会ま でお願い いた 演会 」に事務 局の井手 達郎

行を 予定して おります 。会

して いただけ る会員様 を募 弾低 気圧の影 響で、事 務局

やっ ぱり冬は 冬らしく あっ

が参 加いたし ます。株 式会

員証 といって もそんな に立

集し ておりま す。初期 費用 周辺 でもかな り被害を うけ

問い 合わせは 主催の有 限会 催さ れる「パ セリー菜 大講

社井 手商会の ブースで ニー

派 な も の で は な い の です

や月 額固定費 なして出 品が まし た。白河 市では瞬 間風

平成 年

▼ 開催日時

しま す。
月 日【 木】 ムに ついての 説明をし てお

が、 会員数の 増加に伴 い、

▼ 参加予定 メーカー

ｍを記録 したそう で、

りま すので、 質問等ご ざい

午 後 時半 から

ロ イヤルイ ンダスト リー

のに なってお り、特別 ミネ

ら、 事務局よ り担当者 が直 多い ですが、 これに負 けず

ご 連絡をい ただきま した うで す。▼嫌 なニュー スが

被害 ハウスは 百棟以上 だそ
ラル 栽培の会 の会員証 を発

な気 もします が、事務 局全

す。 顔写真が 必要ない よう

成に 向けて皆 様からの 情報

事 務局では 、次回会 報作

など に会員様 の名前と 顔が

ざい ましたら 、ぜひ事 務局

とや 面白いイ ベントな どご

ご要 望もお待 ちしてお りま

をし てもらい たいとい った

しょ う！▼事 務局井手 浩智

接お 伺いして 詳細を説 明さ に今 年もがん ばってい きま

▼ 問い合わ せ先

せて いただき ます。
かい 住所や電 話番号は 記載

６２ １【事務 局】

電 話０２４ ８・４１ ・２
てい る記載内 容は、地 域・

いた しません 。現在予 定し

会 員証とい っても特 に細

行す ることと なりまし た。

くだ さい。

可能 ですので 、ぜひご 検討 速

で勉 強会が開 催されま す。
㈱ 井手商会

を把 握するの が難しい 状況

事務 局ですで に全メン バー

今回 の勉強会 はディス カッ
▼ 主催

特 別ミネラ ル栽培の 会の

員が 会員様と 頻繁にお 会い

をお 待ちして おります 。

●お知らせ
茨城 ・埼玉の 会員数増 加に

する ことが出 来ないた め、

名前 ・栽培作 物・顔写 真で

伴い 、株式会 社井手商 会で

顔写 真が無い と勉強会 の時

茨城・埼玉の会員様へ

まし たらお気 軽にどう ぞ。

▼ 開催場所
十 勝川温泉
は にゅうの 宿

シ ョ ン 方 式 と な り ま すの
高橋商会

で、 病気や害 虫、生育 不良

２５

電 話０１５ ５・４６・２２
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有 限会社

たが 、今年も 北海道音 更町
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電 話０１５ ５・３１・８３
０４

はで 毎月１回 から２回 、栽

一致 しないと いったケ ース

まで お知らせ ください 。

会 員へお知 らせした いこ

培指 導のため 現地を訪 問し
毎 月決まっ た日にち では

もあ り、記載 項目とさ せて
事 務局の人 間がお伺 いし

す。

てお ります。
あり ませんが 、出来る だけ

いた だきまし た。
た際 にはご協 力よろし くお

ま た、次回 はこんな 特集

頻繁 に訪問し ておりま すの
で、 訪問希望 の会員様 はお

願い いたしま す。

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
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など でお困り の方はぜ ひご
参加 ください 。
現 時点で、 メーカー の担
当者 数名と事 務局２名 の参
北 海道の場 合、メー カー

加を 予定して おります 。
の人 間はなか なか訪問 する
こと が難しい ので、ぜ ひこ
の機 会に質問 をぶつけ てみ
ては どうでし ょうか。
も ちろん、 恒例のお 楽し
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気軽 に事務局 までご連 絡く
ださ い。

事務局

特別ミネラル栽培の会

コーナー
コーナー

み抽 選会もご ざいます 。ち
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