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表 紙
小麦、タマネギ、ニンジン、
水稲など55haを作付ける㈲
天心農場では、夏はホワイト
アスパラガス、長イモ、ゴ
ボウ、早出しカボチャ、冬は
西洋ネギ、チコリーを収穫し
雇用確保と現金収入を図る。
そのため作業機のメンテナ
ンスやGPSの搭載などに北
川代表自ら取り組んでいる。
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