三 波さんと いえば、 大利

俳優の三波豊和
さんが
俳優の三波豊和さんが
栽培会の取材
に来ました。
栽培会の取材に来ました。
平成18年4月に、三波豊和さんがご自身のホームページ「日本が元氣です」の
取材で「特別ミネラル栽培の会事務局」に来られました。

ただ きました 。

分 以上

かっ たのか、 撮影をす っか

前 回の全体 勉強会の とき り忘 れた感じ で、

ウス へお連れ しました 。

の取 材の後、 実際に栽 培し た 後 は 、 ハ ウ ス 中 を 走り

事 務局での 約１時間 ほど とこ と「美味 しい」と いっ

イ チゴを１ 個食べて 、ひ

てい る風景を 見たいと いう 回っ て食べご ろのイチ ゴを

◆ 甘 ～い 苺 に大 感 激

こと で、矢吹 町のイチ ゴハ パク パク。よ っぽど美 味し
のコ メン

水戸 黄門のレ ギュラー や、

特別 ミネ ラル 栽培の 会 会報
平 成 年４ 月に、俳 優・

おも いッきり

テー ターなど でご活躍 され

コメ ンテータ ーの三波 豊和 根無 情や東京 五輪音頭 、世
さん が「特別 ミネラル 栽培 界の 国からこ んにちは でお

に体 験発表し ていただ いた ハウ スの中を 走り回っ てい

薄葉 さんの農 場にお連 れし まし た。

たの ですが、 まずその 農場

今 回 は 、 ご 自 身 が イン

てい ます。

子息 で、最近 では時代 劇の

ター ネットで 開設され てい

の規 模にビッ クリ。農 薬も 果物 屋さんで イチゴを 買っ

三 波さん曰 く、「最 近、
るホ ームペー ジ「日本 が元

が作 物を栽培 されてい ると

三 波さんは 、特にご 自身

の味 がする。 何もかけ る必

ゴは 昔食べた 本物のイ チゴ

けて 食べるけ ど、この イチ

イチ ゴをその まま食べ てい らミ ルクや練 乳なんか をか

で、 とりあえ ずなって いる しく ない。し ょうがな いか

氣で す！」
の 取材のた めに、 か け て い な い と い う こと ても どうも昔 と違って 美味
わざ わざ福島 までおい でく

いう 訳ではな いのです が、

要が ない。」 とのこと でし

ださ いました 。

消費 者の視点 から「安 全な

た。

日（ 土）開催決定
いる 土は病気 を寄せ付 けな

会・ 交流会を 今年も開 催い り、 各資材メ ーカー様 にも

ネラ ル栽培の 会の全体 勉強 なり ました。 今年も例 年通

恒 例になり ました特 別ミ の体 育館で開 催するこ とと

月

勉強会 ・懇親会のお知らせ

農 作 物 」 に 非 常 に 興 味が
あ っ た よ う で 、 微 生 物や
ニー ムについ て次々と 質問
され ていまし た。
特 に、話の 中で出た 「微

いだ けでなく 、裸足で 農作

生物 が有効に 働いてく れて

業を すれば水 虫も治っ てし

参加 いただき ます。

たし ます。

後 日、開催 場所・日 時等

報告 もありま すので、 出来 の詳 細と出欠 届けを各 会員

今 回は２年 に一度の 決算
ぜひ 記事に載 せるよう 同行

加し てもらい たく、玉 川村 どし どしご参 加くださ い。

るだ け多くの 会員の方 に参 様に お届けい たします ので
いま した。

して いた記者 にお話さ れて

はた いへん驚 いたよう で、

まう くらいだ 」という 話に

25

18

の会 」を取材 に来られ まし なじ みの三波 春夫さん のご
た。
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