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り よく付んはトマらとみか刷、憎まうとプランド.

制章者のー人.>l<mBlII治さんが_.克草の;匂滞沿いの

石がゴロゴロし止畑でみかん企鹿嶋したところ.平患の，}!

援な鑓よ1)ιうち袋がず。と陽〈甘いみかんができました.

閉じように，やせた土地で本分を仰えてトマトを作品と.甘

いトマトができ事した.

ところが.その暗曲l孟水田にも分か。てL法せんでした.

そん'.-1斤.週刊誌に掲般され

τぃτA野績の原監~を揖
品特県に掲蛾されていた、ア

ンデス高阪に隣〈トマトの肱

生舗の写真~見て、*mr;t.誼
錨しまし止.

r ".白骨がや。ていとこと

は.甑車嶋の喝境~再現する・44んだ.J.t.
野 猿〈叫のに岬鵠がみ1).そ

の蝿塊に近づけるζとで姐簡が広輩

"。ている)Jが引き出され.丈夫に.

そして3里総しく主る.それは.過去柑

鯨骨量量臓から冨っても.直捜のようで

す.

..令ベツであれば.アブラナ将共通の

綱先が地中糊沿で生まれたので.湖

のそばが提叫しい.1，訴すIよインドJ!(B(砲ので、泌S置が高〈、

高i!lのJJli9iが提眺しい.

トマト的場合r1.欄高2ω加のYンヂス漏阪.光1:1.強いもの

の.カラカラに佼いたやせた土地合再現するニとで¥トマト

の商品質化K成功したのでし1:..
日本の泊晴海間'.:担俄でi車、なかなか思しいのですがJ
Rくらいから調書置が止がリ始時.鰻地では5月くらいまでが

昧舟ピーク.6Rからは~t淘遍で1宵τtす.
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轟積改良ι高品質化に曹4.占ずは

ファーストトマトが自ぷのトマトの品

賞金上げ.そのt量的白書太郎トマトの
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織した争マトの濃厚な暗わいをぜ

ひ語障しんでください.

T'~ 

一ス卜トマト Jハ、戸-
t 、』 ぜリ-轟舟が少U(.l'ヲ，か勺II代a舟a略阜削怜徴宅守?す
銀崎県/宮崎県 完煎町旬 待選-..9.

J史主主 主旦笠生旦 町 .. ~， と旦2t控!.!:!.
抽 耐噌• .， 醐Ja4.860"抽 出岬ト叫I .....'.5.832" .. 

.... 副明治 抽 3・9.馴)411."f.AIr.rl酔舗週防 相暗 lt.340".. 

...'~x2・ ... 時 9.612....・帥山..摘制如 11.制8... 込

-:;"fli苛宙局..~芯干ア目白ーーーー一 一ー一一ーーー- J'j1.Jk， 

マルトマト開制伽トマト..)1.ω ので.":1"""件
と名(.)附られ1111 品"は嶋.1<郎~.

宮崎県 完熟闘拍! 特選_，.9・
J低単位丘公己主益出~-盟虫色と叫怨色旦主
」担1:1:'-1011 些乱出笠~l!... ~"...t胆.. "・"4.96811坐

」 担盟主ど忽7.776Iu<I. ....!主f!1，....o，JI主主主型旦t

，.・・1~)(2. 副総. 7.992筒興轟 楓傭.，~，a)12・....・ 9.720舟 鍵.

一一." -*0 ・・
IB!り雪山.". " ...~~.. ，'.・一一一一一一

制醐ル咋t-èt-~IJ， ， ..，・幽必トマト峰崎ト抵ヨル白ツトマは制叫岬引がω 酬の・~j肘闘瑠叫叫τμ~
鈎2.6"，





得ラシグ'"''伐の・フョ，ンj'.-/・
と.、~IU・. 1‘"怠@ミヱトマトで.官
..円flJtJ""・殴々 とJt1J....<(，，;:.，.てい
き~~.

暗号軍 プラムトマト

‘“制$40"‘ゐ拘-
M舗.2.訂h・b 例h

lll!'でしラかゆと
.5~し"-

震
聡

江

崎
聞

a
A
d

E
・
レ J 

... 闘を ‘'7ltul.s 

..，.玄&.

割引き柑 h・a・u

yンヂ，スイ・トという<P.iヲ~X<<>

トマトで亨.1食~.'"しい@で'11.
.1目隠し河E・R・‘τ~l‘.. 
u令I!ミディトマト

初相 制 h・w_偽

M・・a l.....~.. 附句

u，ゆがめヲ
，.・~・rr.

@情"
プロッコリー

抽制4Sb..'a

‘，.がらの・'JORd.
払tJ69b

.. 島包・・E絹C'I!.帽'1，1五-.:...ヨ置区Z‘軍n~

相却，_・.""閥均(2...，.. 

u・Rしrtrrら
やりらtnl.
う"い.

縄・・怯に軍"。ていr:.lJltE霊かし
て~ Ij;; .，.Jt.afl‘".R.~担調〈も
‘の~マトE I1J・してい~.-・

ω間際 カラフルトマト
M・・...8....る 剛陶

‘'間際
カリフ0ーレ

..." ‘3z向・a・・・100・
や"ーJt1'<..・に
欠rr包..û，.
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ここ:~'"‘密が多<'J< 、
総理ほ思うようなちので

i立辛かったのですが、今

年1<1、療しみです，.1耳、
色々と大変信んですけど

ね 、

3月15自問、鐙1)起こしま

す.
乞うご納得l

2022年、三舎が明けた墳の事.

f今年!;lSも多〈てうま〈で曹ぞう，J

膏綴申告書島問さんから通路を慣昔ました.

'¥3窓{ゆ君む吾}ーは宮磁の知恵，奴磁した

野察〈だものの上にIIE降らせると、冷蔵

越の祭い時代でも保艇がで曹たのです.

;舎~簡がある現代で1:1..拡か♀かの手間的
かかる作業なのですが、保管よワも、甘草が

婚す=食時吾よげる万混として着目してい

ます.

巴
融障したよう'.首さが引き出

書れます.
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があ・}:J'.すが、li.緑~I誕〈、草食I;~

寄るんですが、アッ7M(イはど純理

にlI!l過と宮わ方、人気急よ居中です.

プレミア"''-イートI:.m$さんの.JSIで笠まれた

方リジナ'J(，Q)?んご.食暗ガ鴨鳩らし<.薗すぎず、

やねらか〈ならす、控1M)嘩移世1>'あワ思す":J'.た.

fI睡してい〈過程で‘w，，，，，喜ねた11みや畠慌が践

で、まるでバナナや慌のJう(iJJl~急が~~去れま-.r.
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遁(q，おじいさんが111脅したと穂少品とfl?てし'"いました.陣
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僚軍国でT， .-mt. 
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宅捜さんが臼ら予した
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い鯨n震源.祭添加の

干し障です，3:るでょ

うかゐのようはしっと

りした11，きです.
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I¥!緩め主大畠置喝のUとつ、同

穴{まol.i)にあっても、温暖化の

磐豊臣・在感じていたと言う、矢野

さん.みかんの買蛮を自の当た'J
にしながらtllllle向曹.日本，I:'J
5沼噂なイタリアのシチリ〆島が

らブラッド方レンジ霊場入したの

陪もう20'1'以上1'1.
車場よりも長〈本に，~~ttるこ

とで、飯1l;.tJ'1Oやかで、.直由!lI

Uタロッコ援に仕上がて〉ていま

す.
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で胃てます.幻治奄たいて膏て晶と年聞

からE島司が可能に怨りま..-tJ、号刊でU
集憶しさ隠出~t.\~c，).苫ん隠置いま

す.<1.>えて~喝量耳目聞を畏〈することで.
'It当拘束革、，苫が引書出苫n草す.
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ョ-^(=頻度} を紛i!ぴ〈だ主~1，偽有伺にごIe入お車両い致します.

①月'闘 {聖ず鼠3隠れ@毎週、③周漕 (2週間に1自由をお選びいただ11i!!す.
。月2回以上(曙週&珊週}で、か躍りaトクにZよります.

初@信協を!II咽℃限定する造販が多目のですがー'J.l(1ヲんで1:、S電〈勿仰ぎ会い111ぎたいのと.
..家ヘ岬!1調l:.&e.Jtttがしφすく"るので.ご噂快い危r.;<汚がおJ!Iい符にはるようにしていI!す.

毎回方プションをお選び〈だ書い.

野擦の他、〈だもの{くだもの、くだち由$)、たまご、牛乳{ゲラスフエツドミルク}を

8きトクなお値段でご一緒にお鼠けできます'，31米など月!こ1庖だけ扮付付するζとをs$:っていま'l'，

制限たまこ. A - 柏、ωグラスフエツドミルク くだもの J、，、s、-
a嗣崎明日蹴臼 .. LYl...<<脚叫邸惜別"'t'..，r.;開ミ 帥折々の〈出 』ず ‘yll:• 
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盟 主盟旦豆札 制円0，.，: ~IJ I岨 且 盟主 凶回 亙豆函瓦5ZF

3月お届け予定の野菜は 同よ『以133.2総叫1CLL12- S震
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'蝿園 町". .... 4・・・a‘ 密実揖 持蝿風 岡圃

ヰャペツ 曹のτ"At， :10ッヨリ・聞
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山a‘a'aee，R t，zeルh・リ.. ー "のじ :，1"-守$. C.1J'l，1也 '"0，::1リ-血"'"鬼島g調事 官曲町臣田町

-・.，‘ g‘ ... "，.. .，.. .匁..畠才UJ!l 員"規 '田圃

九州大分竹田の湧水

Natural Mineral Water 
3 

グラスフエツドミルク北海道 みw
~OOml 900ml ~ ..... " 

63∞1 432a刷 1. 日。11 1.512拘制 国 ‘tt;，;可
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名*ll遣のーつに通量ぱねている?;勿剣nm!IJ"
>le.1I<です.廻宜68.a~巳ミ本町~11..r.のでV

11.クむが鎌〈飲""すHです.
泊康成分の-:>で.コラー・グン."哀e動ηると

され，，.~タヲイ俄・uaに含んでい2マ.

経湯前広2Lパグトボトル.

$32313‘3881'1 a;o. 2LX 12怠

:tllll院辺t句Ri'‘.11)で滋I，J餓"に.

.3t3. 3.338R後必 2LX12本

日同日 ，998"柚 悼 目。123，99611柚 抽 '

回∞3 399，宅帥 院凋酎，.~.シ1 63013 1.296" 曲 目JII.:t"~I:.r)判
的∞o1，836R刷 世間師1 6却 103.7ωn副世"*~プ同月制

ぺヲトボトル入..殉島貫首N闘U宿泊Bよ引9. .闘-
a踊.;1司1tl9.依11.ノ;...f.司，...湿喰温〈剛氏誕崩.) I!!t穐頃ft
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"て、"均煩O1i貨の"'lJl衡し、，.，えしてい"'".・ -
$.'"段階に会ηuて.~""~IJI)レ.1氏殺であ・3αがら.

倉Sんと包唱してい'". 
演さI~し唱えい風区'lJ.ttねて.守ðDらテントに向かい.乎しIIIH\べるた

め、司~.!2':1とコタ@⑨るB~に.lIJ:気...，防官みがつ'"たミルクに<1りま1'，



茨潟県 りよくけん米(コシヒカリ}
省〈から由拠どζ，;.!Il連山

町ふもとの皐野で掬5"した. 1 t"l 
鯵軍剤不i!1I!.!&2!1~壷 ~Hl t. !-¥ ~ 
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( 811~宣III!通がtiススメ } lse凋異aでa・恥ら ". .*':111.闘.，えに《・・Mご副・U.

りよくけん茶

開 抽 972勾制 h ・向向。.
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t<1Iす<>・.で.I).t (略ん・11tt.，ていH ・

4<側.Jr刻、.ttbJ島の_.‘U~.~‘'俳句か守、，篠宮
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Jt盟国車のトマト c:s 
期国佐用.纏色

合めー'"添舗です.

静問耳障

切干犬叡

嗣 日と

宮.. ，己判:矛守
電芭勾す司区筆e
夫人気切子尖痩
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車問と先代袈さんと.

泳問問符治主九州大学時E理学1"-I;1t.，たと

い5!illl.l(摘さん時出会いば1980年代.

沖縄よりもさらはl怖と舵泌する台符は.

パインそ作るのは過¥"場所'..Jl.1i.中l亜
大倒1;'同日大王をnてるのが主植でl1(.. 

l'手7か月.
パインをfIてる申tと・4ドド7かHという!~ぃ
期間を必すため、alif>生J.. 促週剤を

入れφζとで.で~ゐ'M火玉院内てて、

収機放をJ!lf>す占・躍がめり，，¥1<.

大軍ではなく、小軍eι
でも.キれで札)!Q~të!叫n""'''1!".ん.
強さんと，)<111は肥闘を減らし小lî.u:ηてて、 d弘、~(~.Ä!;味tいパイ
ンを慌に送り出令うと tま l/~.. 
ジ~ーシーでやわらかい

書~1-(がかけて.tJ似を脱却哨ゎ.とと:l.(lt

ばぶ、~(と)l時tいちのができていまT.

先It1t!i・<1c.:<毛主り次性I~(ζタスキ制
調書引と今も鉱縦できて~"3::T.
"るを?缶Jd.

をのH昧ば.シロタプ"'げの揖22パイン.やわらか<.ジョーシー

を土品i-u.ピυゼリtま1!"ん.

芯まで貴べられるので.ルットが鮒恥

りょ〈ゅんパイン法，ç;も島べられまT. 多肥守育てるとどφ'~It\
JI!肉刑宣べられ-$tt{tとほ.スジポr<.世べられません.

られると.ヨミ削減臥カットがとても陥!II(とはり念式メmνやス

イJりのよ引と八t草分4とするJlけで食べられるんですよ.5Hν、。ぜ
いt:t.l:!:t棋でlI?>f.定で丸と世紙くJi<ざい'

昨年大ヒット.

昨勾ほ凶%11担保も"ü:." 、 1<:1ーんで 11~.今年ほどラ々んで t
~'H;l.でも. 少 l ，尚i'lζ申ってl"肺.・‘ ジ宮崎Jえもldlぃ白btr
が多<.U<ëん作ラたのですが.烈.，n1J:帆~ ll~. 

自由;.2ド鍬tとtて飯必L設すー

。ぺ

メルマガI<:!ま銭しませんか?
カタログI':.~~れ傘いタイ'"リー'"S得情"を信偏してい~す.
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夫、

~ ， 

' ....... 

台湾産 -5月上旬

完熟パインアップル
柑，，. 7マ，6.般...れ...耐
ω111 2.160"叫 叫 $IA2叫副

..，抽 8.100"，u 的10...(，海ーロ掛

無添加、 ス トレート果汁、飯事再生産者限定

世認さん明後易会あ1)'l'JIJんごをft}'令した鱒添邸ジ2ース.
さわやか~aêの夫人向"のジコースです. z企

d ジユース180ml.. ・・...・
叫 432叩 吋 山 炉 曲 川 ・ EO J場

、電

置時期限412孟で
昨年次ヒット.しかし作・3・e家した.
完.l?>1<滝川インの員会長しさ苦どうぞ

完熟パインジユース180ml
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