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 ＪＡようてい「雪の下ニンジン」

100 産直・直売における販売・コスト管理 池田和子

104 農業は北海道経済の泉。その泉からわき出る
活力や元気が地域を潤していく～西野太郎次長に聞く 編集部

112 平成 17年度北海道指導農業士・北海道農業士認定者

  78 スローフードと地域資源活用型農業～三島徳三氏の講演より 編集部
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目次　農家の友　5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
北海道消費者協会ＮＥＷＳ　・・・・・・北海道消費者協会

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　・・・・・・・・鳰　彰子

＜表紙の言葉＞
　長船農場（真狩村）
　「甘くてみずみずしい」と市場評価の高いJAようてい『雪の
下ニンジン』の収穫風景。圃場の両側にユンボで雪の壁をつく
りながらの作業が春の風物詩になっている。
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