
＜表紙の言葉＞
　世界自然遺産になった知床半島の付け根にある斜里町で、
春まき小麦用のヘイバイン・ピックアップ収穫方式で高品質、
安定生産を実現した朱円麦作集団（宮内知英集団長、36戸・92
人）。その生産性の高さから平成17年度天皇杯を受賞した。（写
真提供：清里地区農業改良普及センター）

Fｏｏｄ＆Ｅａｒｔｈ  83 食と農  94

イラスト／山下武男・上野美喜子

      〈農政時評〉
  36 食農連携では農業の自立性を保つことが必要

小池（相原）晴伴

  40 水稲の YES!clean 栽培高度化に向けた技術体系
道立上川・中央農業試験場技術普及部技術体系化チーム

  44 小麦の品質向上に地域ぐるみで取り組みダブル受賞
高松　聡

  48 輪作体系の確立で春まき小麦の品質向上 森　成美

  60 カラフルポテトの品種特性
 ～「インカのめざめ」「インカレッド」「インカパープル」

小林　晃

  68 動き出す日本型直接支払い
 ～品目横断的経営安定対策の仕組みと交付額の試算

成田裕幸

  74 夏秋キクの量販店需要に向けた新しい栽培法 平門隆良
  76 網走地方向けの大粒、良質なベニバナインゲン品種「白花っ娘」

黒崎英樹

  80 新黒毛和種肥育管理の手引き 佐藤幸信

      〈夢を創る人間たち〉
  12 新得の環境に根ざしたチーズ造りで世界へアピール 宮嶋　望さん

      〈新規就農者の横顔〉
  14 「それならば自分の手で」と心に誓って新規参入 岩城国男さん（石狩市）

      〈Farmer's Wear 講座⑮〉
  51 春色帽子を作りましょう（2） 三好勝枝

  52 Green Tourism 2006
  57 SlowFood＆Fair Trade 情報
      　　　　　　　　　　　　　 道農政部食の安全推進室食品政策課

      〈SlowFood Cooking〉
  58 チンゲンサイのベーコンサラダ、ほうれんそうとにんじんの蒸しパン
                                                      西胆振地区農業改良普及センター

      〈高機能性食品①〉
  63 「ギョウジャニンニク」 西村弘行

      〈手軽にできる家庭薬膳〉
  91 ダイエット 森　昌夫

      〈ガーデニングレッスン〉
125 ベースカラーが「黄緑」の庭 中山正範

  93 連載漫画　『がんばれ麦ちゃん』159　 山城寿緒

110 ベンチャー法人シリーズ　㈲ハーブガーデン（大分県）　 三輪　進

112 熱いぞ！　農協青年部　境　信幸さん（置戸町）　 編集部

114 北海道指導農業士の貌　大萱生 勝さん　 元山良平

118 連載小説　漂着　 小檜山　博

  35 ミニ情報・おらが村から　 農林水産省北海道統計・情報事務所
116 普及センターだより・北から南から　 各地区農業改良普及センター
121 農家の友文芸　 選評・木村敏男
122 読者の広場・こうしてゴールイン　 高橋文雄、奥山俊二、原　幸子、三澤　勝・華乃子
124 編集余滴　 編集部

 特集／
  20 北海道で開発された
 新しい技術と品種

    4　 平成 17年度に北海道で新たに発生を認めた病害虫
 北海道病害虫防除所予察科
  16 ベトナム視察研修 津島　朗

106 農産物直売所の売上情報をメールで〝ぴっ〟 鈴木義久

102 進化し続ける北の屋台 坂本和昭

目次　農家の友　3月号

「農家の友」
メールアドレス
　fukyukai@titan.ocn.ne.jp
ホームページ
　http://www.noukanotomo.com/

食・農紀行　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三分一　敬
始めよう菜園花生活　・・・・・・・・倉見淑彦・不破規智
北海道立消費生活センターＮＥＷＳ　・・・道立消費生活センター

あるもの探し良かった探し　・・・・・・・長尾道子
食と農のはなし　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・永山久夫
カントリーライフへご招待　・・・・・滝花真姫子
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