
特別価格 1,120円（税込）
創刊号

　この度ＪＡあさか野は、組合員の皆様への情報提供と今般の農協改革に対する取り組みに対して、
一層のご理解を賜ることを目的に、新たに営農に関する情報誌として『営農だより』を創刊するこ
ととなりました。営農に関する最新情報や活動内容など様々な情報を提供させていただき、組合員
の皆様のご期待に応えられるよう努力して参ります。何卒ご理解の程お願いを申しあげ、創刊のご
挨拶とさせていただきます。

あさか野農業協同組合　　　　
　代表理事組合長　池田　　稔　

営農だより創刊のご挨拶

　東京近郊にありながら田園風景が残る和光市の南に位置する越後山地区で、父の代から70年続く
農業を営んでいます。自宅裏の畑では、少量多品目栽培によりすべての野菜を低農薬・有機肥料で
栽培し、採れたての野菜をＪＡあさか野の和光農産物直売センターや自宅前の直売所『楽農園』に
て販売をしています。また、宅配にも取り組まれ、『旬の野菜おまかせＢＯＸ』を毎週金曜日に発送し、
都内のお客様にも口コミによって広がり続けています。
　なお、園主の登喜子さんは埼玉県知事認定『さいたま農村女性アドバイザー』と『農業経営士』
として、地域農業の振興に係わる様々な活動を行っています。

作り手の見える農園から朝採り野菜を直送します

生産者紹介
～和光支店管内～

富澤　章さん、登喜子さん
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草雑学と タッチダウン の上手な使い方

今月の雑草防除

●効きめが速いから、
前作の収穫後に残った
雑草を一掃するのに最適

●⼟壌に触れると不活性
化するので、播種前・
直後の除草に最適

●効きめが速く、⼟壌に触れる
と不活性化するので、出芽前の
除草にも使用可能

●移⾏しないから、出芽への
影響もない

●万一飛散しても
作物へのダメージが
最小限。
うね間処理にも
効果的

JAあさか野　INFORMATION

予約価格にて販売
通常価格

通常価格

通常価格

通常価格

1,830円

2,250円

1,530円

1,350円

1,160円

通常価格

予約価格にて販売

予約価格にて販売

予約価格にて販売

予約価格にて販売2,280円

予約価格にて販売

通常価格

1,300円 予約価格
2,100円

1,120円

1,370円 期間限定価格
1,520円

1月末日まで特別価格にて販売致します！

通常価格

　　　　２０ｋｇ

　　　　２０ｋｇ

有機アグレット６５５eco
　　　　２０ｋｇ

埼玉高度４００

1,400円

2,360円

　肥料価格　特別割引のご案内

あさか野フミン８８８

マイルドユーキ８８８号
　　　　２０ｋｇ

　　　　２０ｋｇ

エコレット８０８

1,900円

2,340円

1月末日まで予約価格にて販売致します！

低価格コスト資材マルチのご案内

（価格は税込みとなります）

1,580円　　　　２０ｋｇ
みのり特号

通常価格 1,450円

（価格は税込みとなります）

（価格は税込みとなります）

予約価格
2,400円

クミアイ農ポリ　　黒

除草剤　プリグロックスL　のご案内

プリグロックスＬ　１Ｌ

クミアイ農ポリ　　透明

価格破壊のこの値段！　1月中旬から予約を開始します。
通常価格

ハウス支柱

ツッパリ

31.8φ

48.6φ

ハウスの雪対策はお済ですか？１月末日までの限定！

ご好評につき！！期間限定 ・ 生産資材ハウス支柱のご案内

通常価格
8,860円 期間限定価格

10,930円

（価格は税込みとなります）

≪　上記の商品に対するご注文、お問い合わせ先　≫

   　　　　　　　　　 ◎ 片山経済配送センター　　    TEL　０４８－４８０－６５１１

　　　　　　　　　　  ◎ 内間木経済配送センター　　TEL　０４８－４７１－１５８５

通常価格
16,590円 期間限定価格

17,770円
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