
仕事柄、花の名前や育て方、樹木の種類等を聞かれる

ことがよくあります。

しかし正直な所、植物音痴でさっぱりわかりません。

「園芸の専門家のはずなのにわからないの？」、もう少

しつらいのは「お殿様は、現場のことは分からないです

よね」と言われることです。

営利目的の野菜園芸種苗のことなら何でもよく知って

いると返答しても、先方はその境のことは理解できない

でしょう。専門外の植物について詳しくない自分がアホ

なのです。

そんな私でも自信も持って育てることができる植物が

ある。1つは球根類、中でもチューピップとユリは簡単で

す。秋深くなってから適当に土に埋めてやりさえすれば、

必ず翌年の春から初夏にかけ、立派に咲いてくれます。

もう一つはひまわりです。

ひまわりは子供のころから慣れ親しんでいて、タネも

大粒、5月に入って暖かくなってから蒔き、しばらくの間

水さえ切らさなければ不思

議なくらい育ってくれます。

今年は自宅近くの最も往

来の多い交差点の角に勝手

に蒔かせていただきました。

朝、犬の散歩をしながら、

グングン育つひまわりを観

察することは、ひそかな最

上の楽しみです。

伸び盛り中のひまわりが、

台風や大雨でダメになるこ

とは滅多にありません。

タフな植物です。やがて大

輪の花芽をつけ、ある日見

事に咲いてくれます。

咲き終わったひまわりは下を向き、立派だった茎葉も

黒ずんで腰の曲がった老人の姿になります。そして最後

はお葬式です。吸水機能を失った根はやがて簡単に抜け

るようになります。それま

では決して抜きません。ま

だ頑張って生きていると思

うからです。そうしてひま

わりの一生が終わります。

人生は長いけれども、ひま

わりの一生は1年です。まだ何年もひまわりを育て、その

一生を見ることができると思うと、なんだかうれしい気

持ちになりますし、まだまだ花が咲く前の人生だと自分

を鼓舞することができます。ひまわりを育てながら哲学

者気分を味わった今年の夏でした。

川西裕康

浜岡営業所のお客様である菊川市のベルファーム（今

回は親会社の鈴与商事）様で今年の4月からT-キューブハ

ウスの第1号棟の工事を開始しました。
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現場造成から始まり、ハウスは大仙、付帯設備トヨタネ、

施工管理を浜岡営業所で行いました。当初の予定通り8月

23日（金曜日）をお引渡し日としてハウス及びココバッ

グシステム含む付帯設備とT-キューブ専用プロファーム

の説明を実施。

8月27日（火曜日）に竣工式及び記念パーティーを行いま

した。

今後はT-キューブハウスの拡販のためベルファーム様1号

棟をフォローし、次に繋げていきたいと思っています。

ここまでご協力いただいた会社の面々及びトリシードア

グリメンバーには深く感謝します。

小塚幸峰

8月からインターンシップの受け入れが始まりました。

1回につき3日間のプログラムとなっており、1月まで毎月

2回行われます。これまでに3回行われ、合計23名の学生

さんに参加をいただきました。

3日間の内容は、会社説明・営業同行（栽培サポート課＆

豊橋営業所）・農場orナーセリー体験・質問会・懇親会

です。

他社のインターンシップでは、会議室でグループワー

クを１日行うものなど、参加しても実際の仕事は見れな

いということもあります。弊社では3日かけて仕事を実際

に体験していただくことで、1人1人の高い満足度を目指

しています。アンケート抜粋「営業の方の農家さんに対

する思いや、農家さんの声を直接聞くことができ、とて

も充実した時間になりました」「一つの仕事でなく様々

な仕事を実際に体験することができて良かったです」

関係部署の皆様、いつもお忙しい中で丁寧に対応してい

ただき、ありがとうございます。今後も学生さんにとっ

て充実した時間となるよう、努力していきます。

伊藤さつき

磐田市の次世代型農水産立地促進事業の補助金の交付を

受けて昨年10月に神増地区に磐田ﾅｰｾﾘｰをｵｰﾌﾟﾝし、今年

の1月より本格的に野菜の苗生産を始めています。

8月27日(火)午前

に「訪問市長室」

として渡部磐田市

長が磐田ﾅｰｾﾘｰを見

学、視察に来られ

ました。当日は会

社の取り組みや現

況の課題などを川

西社長と一緒に説明させていただきました。

当日の内容は磐田市のHPの「市長の部屋」に掲載されま

すので興味のある方はHPで確認してみて下さい。

生産部 鈴木康弘
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この度の台風15号の影響により被害に遭われた皆様に

心よりお見舞い申し上げます。

一日も早い復旧、復興を心よりお

祈り申し上げます。

弊社9月に入りまして秋タネの納品

が最終局面を迎えております。

おかげさまで秋タネでは8月末現在、昨年と同様のご注

文を頂くことが出来ました。

これもひとえにお客様のご支援、ご愛顧の賜物と深く感

謝申し上げます。

弊社の本社がある豊橋市は太平洋を流れる黒潮の影響

を受けた温暖な気候が特長で、それを生かした厳寒期収

穫の白菜の産地です。

しかしながら、ここ10年ほど、白菜の作付けを減らさ

れており、それに伴い種子の販売も減少を

しております。

豊橋の白菜は厳寒期でも非常に高品質で、

市場や消費者の方に喜ばれていると先輩方

から入社当時教わったことを覚えております。

白菜は他のアブラナ科のキャベツ等と比較すると根が

弱いので、石灰欠乏症等の生理障害が出やすく、土作り

と直まき等で根の張りを良くするため生産者の方が大変

な労力をかけられて栽培されています。

又、冬場の結束作業や、重量野菜ですので収穫作業も重

労働です。

白菜の作付けの減少の一端には、我々タネ屋がお客様

に喜んでいただける地域にあった作りやす

い品種をご提案できなかったことも要因と

してあると感じています。

種苗メーカーと協力して、お客様に喜ばれる地域にあっ

た白菜品種をご紹介できるように種苗部として努力して

いきたいと感じています。

坂神和孝

広域営業部は九州出張所を含め総勢8名で、営業所のあ

る東海地区以外のエリアで活動しています。「ココバッ

グシステム」などの養液栽培や、温室内の環境をコント

ロールする制御盤「当盤シリーズ」、養液栽培専用苗な

ど、弊社が創業以来培ってきたノウハウを

元に開発した商品やサービスを中心に全国

で提案をさせてもらっています。部署の特

徴という訳ではありませんが、忘れ物があっ

てもすぐに事務所へ戻れる距離ではないので、事前準備

と確認をしっかり行って業務に取り組んでいます。今後

は施工・メンテナンス・アフターフォローなどの体制も

充実させていきながら皆様のお役に立てる様にしていき

たいと考えています。

また、先日の台風15号の被害に遭われた皆様へは謹ん

でお見舞い申し上げます。弊社といたしましても可能な

限りの応援体制を検討してまいりたいと思います。

千賀雅典

キャベツの10アール当たりの株数は概ね5000～6000で1

缶の種子料5000粒。以前、15年以上前くらいは6000粒の

意見もあったようである。現在は各ステージ別の作業機

械用の管理スペースを十分取る時代となり5000でも充分

のようである。その分面積を増やす。遊休農地が増えて

可能になっていることもあげられる。また遊休農地を放

置していると病害虫発生の温床に少なからずあるのでは

と生産者の意見もあるようである。作業機械は年々大型

化している。作業機械の種類も用途ごと増えている感じ

ある。筆者自身は全く農業機械は殆どわからない。ので

関心が高い。少ない人数で作業を行うを前提である。以

前精密農業でGPSの活用、確かにその必要性を感じる。身

近な存在、省力化自動化の必然性を感じる。またドロー

ンの必要性も同様では。

作業機械の写真

圃場をトラクターで耕耘する。

中型から大型のト

ラクターへより大

型化が進んでいる

感じである。

下の写真、畝立て

と同時に根美人な

どや肥料を同時に

漉き込むのである。

写真のホッパーがここでは一個であるが3個装備している

場合もある。限られた家族労働では必要な装備でもある。

肥料を入れるホッパーが固定式なので投入が大変である。

この部分が

上げ下げ出

来る仕組み

になれば女

性でも年配

者でも肥料

投入が改善されるのでは。肥料の2

0kgが10kgになれば投入が改善され

るのでは。1回の肥料は50～6kgの

ようである。肥料のN・P・K・Mgな

どの内容などは分かりませんが。この後自動定植機で植
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えるのである。たくさんの圃場

があるので同時進行形で行てい

く。概ね畝幅600×株間300で定

植する。この写真は乗用型では

ないが2台は必要でと考えるがオ

ペレーターが限られる。家族労

働の場合は2台くらいと思われ

る。この方の圃場では散布機が

クロール型なので通路スペース

を取っている。概ね600ミリ幅

取っているのではと思われる。1回で20畝同時散布を行う。

乗用型だと通路は不要なのかもしれないが向きを変える

時のスペースは必要では。余裕は見ている。

ハウス栽培も同様に近年作業性を考えて余

裕を取る考えが定着したのでは思う。左写

真、これは補植するツールで腰に負担が少

ないようである。下の写真の機械は生育に

合わせて追肥を行う。追肥は生育速度、温

度、雨量などで施肥回数は違うようである。

収穫機械はまだまだ普及は進んでいないよ

うであるが個人的には生産者の体へ負担を考えると普及

は進んでほしいです。

当社は品種試験は行

うが作業にかかる研

究など行っていませ

ん。今後GPS、ドロー

ン、プログラム・・・

行程を考えて出口側

まで取り組むと面白い取り組みができるのかも？私の所

感ですが。施設栽培も最近の変化は面白いですが大地や

空を相手にする農業もダイナミックです。種のことは分

かっても生産場面については理解不足。また最近の農業

機械を見ると感動を覚えます。カッコ良いです！

口は災いこの言葉から「歯が命」ここが食、生きる上

で一番重要なところ。私の場合、治療はあるものの28本。

親知らずは2本ほど生え、2本は生えていません。親知ら

ずの方も生える計画は無いと思います。4月ころに以前治

療したところが不具合になって治療しましたが若干磨き

残しがあることが指摘されそれから確り磨き先月歯医者

にメンテナンスに行ったときは綺麗に磨けていると評価。

それでも若干ですがまだ少しはあるものです。

【効果的な歯の磨き方とは】

歯ブラシは、歯面に直角に当てる。

毛先が歯と歯ぐきに境目に当たるよう

に。前歯の裏側は歯ブラシを立てて、

かき出すように磨く。

歯ブラシは小刻みに横に動かす。

1カ所に付き約30回振動。

歯1本～1本半くらいずつずらして。

奥歯の内側、歯ブラシを90度は無理な

ので45度くらいで。

このような指導がありましたが中々続けるこ

とが大事です。3カ月に1回は歯医者さんに行

く予定、歯は命、皆様方も自身のために。

親知らずが残っている人は抜歯をしても出来る限り残し

てください。私の場合は最初の1本目が30代半ば過ぎで遅

すぎ2本目も6年くらい前ググッと生えたのでびっくり、

20代で生えていない人がいたら多分いずれは歯の元があ

るので可能性大。痛いけど生えてくれる楽しみが残って

います。

働き方改革が叫ばれる世の中です。考えてみると生き

方改革なんだと気付かされます。

ということで最近時間を見て映画鑑賞や読書をするよ

うになりました。映画で一番面白かったのは橋本環奈と

平野紫耀の「かぐや様は告らせたい」理屈なしに面白い。

ただし笑いがマックス状態。そこが困ったところ！「天

気の子」は見る前に読んでいたのでストーリの展開が全

て分かっていたので映像特に水の表現ここに感動しまし

た。本田翼の夏美も良かった。後「僕のワンダフル・ジャー

ニー」（A DogsJourney)続編。何度も生まれ変わりCJ(孫

娘）を守る。（ボスDOG）ベイリー、モリー、ビッグドッ

グ、マックスという感じで犬種も名も変化（ボスDOG）。

マックスは小型犬。終盤は孫娘CJの赤ちゃんが生まれ・・・

犬の名前の流れを見て・・・そうなんだ。涙量は表現的

にマグカップ3杯半で丁度いいくらい。

韓流ドラマを10年ぶりくらいに見始めました。

タイトル「30だけど17です。」変なタイトルと思いなが

らさっぱりした作り、掛け値なしに面白い。ラブコメ。

嫌味がなくさっぱりしたストーリー。巻数も揃えている。

視聴する人が多い人気作品。シン・ヘソンという女優さ

んを初めて知りました。また何しろ東アジアがガタピシ。

図書館では書籍：韓国の暮らしと文化を知るための、日

本VS韓国、日本人が絶対に理解できない中国人と韓国人、

中国・韓国・北朝鮮でこれから起こる本当のことなどな

ど読みました。結構知らなさすぎるので読みました。少

し前「手の平の楽園」を今読んでいるのは「余命10年」、

ハイペースで読んでいるかも。少しはハートのスキルが

上がったかもです。皆さんはどんな感じ。働き方改革で

必要なものはハート。仕組みも大事ですが。アイデンティ

ティ【自分自身】あるいは【自分の考え】。

これらを確立する。

朝倉芳則
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編集後記

人生100年時代と言われて


