
暑い夏、草刈り･摘果をの
りこえて秋に輝くみかんの
笑顔。

台風に豪雨。今年も沢山乗り
越えて来たミカンです。笑っ
て過ごせることに感謝！！

雨にも負けず、夏の暑さに
も負けず、前進あるの
み！！

雨ニモ虫ニモ負ケズ太陽を
いっぱいあびたみかんをお
届けしたい。

この度の災害で私の園地も少
なからず被害を受けました。が、
持ち前の明るさでガンバルぞ！

あそびにマジメ。楽しくみ
かんを作っています。

いろんなことがあっても前
を向くことがフォワードの
仕事。

みかん農家として 39 年。
無茶々園と共に！

安全で美味な食を。 豪雨災害の御見舞ありがと
うございます。猛暑のなか
摘果作業頑張っています。

猛暑の夏。豪雨で仕事は山
積み。秋の収穫を願い頑張
ります。

みかんを作って 30 年。美
味しいみかんと共にこの笑
顔を届けます。

豪雨にも負けず！猛暑にも
負けず！育ったみかん食べ
て下さい！ !

今年も皆さんに喜んでいた
だけるミカンをお届けしま
す。

自然に感謝し、安心して頂
ける、より良い商品を作れ
るよう努めます。

コツコツと作業を頑張って
います。よろしくお願いし
ます。

昨年よりも良いものを！と
日々栽培しています。

まだまだ暑いですが、収穫
に向け摘果作業中。もう少
しお待ち下さい。

豪雨･殺人的猛暑･熱中症、
老骨にこたえます。昼寝と
日陰で仕事頑張ります。

豪雨・猛暑・台風と災害に
も負けず頑張りました。今
年もよろしく。

猛暑のなか収穫に向けて汗を流
しています。今年も自然に優し
い柑橘がお届けできますように。

豪雨に耐えた段々畑。猛暑
に耐えて農作業。そこで
育った自然の恵み。

歯を食いしばり、腹を据え
る。自然に対し、応える。
明朝快晴ナリ！

食べ物を健全にし、医療費
を減らし、豊かな社会を作
る。

さわやかな風を受け、木の
声に耳をすます、青空をみ
あげたら・・・。

災害で水の怖さを知り、有り
難さをも知る。人間の都合の
良さも実感した平成最後の年。

豪雨災害大変でした。いま
自分のできる事を頑張りま
す。

みかん山のテッペンに雨よ
降れ！風よ吹け！陽よ昇
れ！ガガガアー

７月の豪雨で部分的に一部
畑が崩れ、石垣をどうする
か悩んでいます。

大雪、酷暑、災害しんどい
けど、みかんの木をひたす
ら守り続けます。

上の子ガメがやっとピカピ
カの 1 年生になれました。
大きくなーれ。

大変な農作業で、共に仕事
をする実習生の頑張りが励
みになります。

農場より我畑を見る。草は
伸びミカンは摘果を待つ。
この暑さが。

甘平、レモン、ひめのか、
なつみ。次の世代に継ぐ苗
木を植えています。

大雨、災害、猛暑、やさし
い地球にもどしませんか。

豪雨から猛暑！！この異常
気象に負けず、安全な柑橘
を送ります。

災害、酷暑、この夏もいろ
いろありました。めげずに
頑張ります。

大寒波、大雨、酷暑、、、。
今年はどうなるのか？ま、
なるようになるさ。

今年の夏はスーパー猛暑。
暑さに強い親子？頑張りま
す！！

摘果、草刈りと汗を流し、
夫婦げんかをしながら頑
張ってます。

みかんは大豊作。でも自然
災害に猛暑、続く恐怖は台
風？　カメ虫？

とにかく今年の夏は暑かっ
た。人間もみかんの木もバ
テバテです。

自然には、かなわないけれ
ど一歩前にと今日もみかん
山へ！

大雨、猛暑、そして古希。
でも負けられないぞ！仲間
と共に。

豪雨災害お見舞い申し上げ
ます。前を向いて頑張りま
す。お元気で。

いろんな柑橘の香り、甘味、
酸味をお楽しみ下さい。

雨ニモマケズ夏ノ暑サニモ
マケヌ秋ニハシヅカニワラ
ツテヰル。

豪雨と高温、でも頑張って
いる。みかん達をお届け出
来るように。

豪雨によって一部の畑で被
害を受けましたが負けずに
頑張ってます。

まず種を蒔こう。収穫の時
期を忍耐強く待つ人生は必
要より行動。

楽観的になるには客観的
に、虹を見るには雨も我慢。
苦難こそ強さの母。

スタッフ一同、“一致団結”
の心で頑張っています！

海と人とアコヤ貝が織りな
す、心のこもった真珠を育
てています。
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