
温州みかん・伊予柑・ポンカン・不知火・ジュー
シーフルーツ・レモン

温州みかん・ポンカン・不知火・はるか・
なつみ・ひょう柑

早採り・温州みかん・伊予柑・ポンカン・ネーブル・
清見・不知火・ジューシーフルーツ・甘夏・ひょう柑・
ブラッドオレンジ

早採り・温州みかん・伊予柑・ポンカン・甘夏・
不知火

早採り・温州みかん・伊予柑・ポンカン・甘夏・
レモン・はるか

温州みかん・伊予柑・甘夏・レモン・ジュー
シーフルーツ

早採り・温州みかん・伊予柑・ポンカン・甘夏・
八朔・不知火・ジューシーフルーツ・レモン

早採り・温州みかん・伊予柑・ポンカン・甘夏・
清見・不知火・レモン

温州みかん・伊予柑・ポンカン・甘夏・不知火・
はるか・レモン

早採り・温州みかん・伊予柑・ポンカン・
せとか

早採り・温州みかん・伊予柑・ポンカン・甘夏・
レモン・清見・不知火・文旦・ネーブル

温州みかん・ポンカン・甘夏温州みかん・レモン・ポンカン・伊予柑・
甘夏

早採り・温州みかん・伊予柑・ポンカン・甘夏・
ネーブル・レモン

早採り・温州みかん・ポンカン・なつみ・
ジューシーフルーツ・せとか・ひょう柑

温州みかん・伊予柑・ポンカン・ネーブル・
清見・不知火・なつみ

早採り・温州みかん・伊予柑・ポンカン・甘夏・
八朔・レモン・黄金柑・ジューシーフルーツ

温州みかん・ポンカン・伊予柑

早採り・温州みかん・伊予柑・甘夏・清見・
不知火・ジューシーフルーツ・せとか

温州みかん・伊予柑・ポンカン・甘夏・文旦・
ネーブル・八朔・はるか・なつみ・レモン

温州みかん・ポンカン・伊予柑・ネーブル 温州みかん・伊予柑・ポンカン・甘夏・ネー
ブル・八朔・不知火・レモン・ブラッドオ
レンジ・文旦・清見

温州みかん・ポンカン・不知火

早採り・温州みかん・伊予柑・ポンカン・甘夏・
八朔・ネーブル・不知火・はるか・なつみ

早採り・温州みかん・伊予柑・ポンカン・甘夏・
レモン・はるか・八朔・ジューシーフルーツ・
ひょう柑

早採り・温州みかん・レモン・ポンカン・
伊予柑・はるか・不知火・せとか・甘夏・黄金柑・
なつみ

早採り・温州みかん・伊予柑・ポンカン・
レモン・不知火・せとか・なつみ

温州みかん・伊予柑・ポンカン・甘夏・ネーブル・
レモン・不知火・黄金柑・文旦・なつみ・ひょう柑・
八朔・ブラッドオレンジオレンジ・はるか

不要不急の外出は控えてひたす
らお山のお仕事に汗を流してい
ます。

愛情いっぱいのみかんを沢山食
べてくださいね！！

　　築土構木　
　　　　　伝え残そう
　　　　　　　　責任と誇り

コロナにも負けず　長雨にも負
けず　元気なみかんを届けたい。

みんなうまくいくって信じてい
れば、世の中に怖いもんなんて
ないわ。

宇都宮農園は父・祐一から息子・幸博
に代替わりしました。これまでと変わ
らぬお付き合いをお願いします！

明浜の柑橘で皆様の健康のお手
伝い！

自分に出来る事は元気なみかん
を作り育てる事と信じて頑張り
ます。

競馬で転びミカン山で転び人生
に転び、後がなければ人生八起
だ！！

コロナの影響で外国人実習生が
入国できず困っています！！

コロナなんか関係なくおいしい
カンキツができました。

コロナ禍の中暑い日々半リタイ
ア組も仕事に精を出しています。
頑張りましょう。

今、出来ることをコツコツと。
秋にはお届けします。

空調服のおかげで作業効率
UP！美味しいみかん待ってて
ください。

コロナ禍の中、梅雨も一段落、
今は草刈と摘果に励んでいます。

いつもと変わらないと思うこと
は、変化に気づいていないだけ
で、本当は贅沢なこと。

いつ手にしても安心な、そんな
商品を目指して日々頑張ります。

猛暑の中元気で頑張っておりま
す。コロナに負けない元気なみ
かんです。

コロナ・豪雨と自然の驚異が増
す昨今。せめて環境に優しい農
業を続けたい。

より安全な価値あるミカン、丹
精込めて育てています。姉妹で
頑張っています。

こんな年でも、自然にせかされ、
たんたんと日々の作業をこなす
のみ。

自然は人生のお手本。コロナ禍
は生業と生き方を見直す機会に
なりました。

40 年目の実りの秋。趣味は魚釣
り。山と海の幸に感謝！！

できることは全て全力でやり、
あとは天に委ねて我慢する。

コロナ禍で大変な日々が続いて
います。やがて先も見えてくる
はず、共に頑張りましょう。

　　やるなら！
　　　　　　今しかねぇ～！

身の回りの “過剰” を見直しま
しょう。めざせ、シンプルライ
フ！

安全な食、環境に優しい、人に
優しく、うまい食を

中村 文生 宇都宮 俊文・司 中川 真宇都宮 伊太留

宇都宮 遼 宇都宮 祐一・幸博 宇都宮 浩二

大河 又夫

原田 兼章

沖村 梅男 宇都宮 利治・宏生 大津 敬雄 片山 千鶴子・中井 トモエ

斎藤 達文 宇都宮 亮尚 川越 文憲・映史 藤本 敦 高岡 勇治

西田 輝任 宇都宮 幸紀 宇都宮 一郎酒井 烈 上田 義博

井上 政和 原田 商二・浩一 中村 初巳 亀井 秀男・亮太

片山 元治・無
かたやま   ちづこ                なかい       ともえ

にしだ 　 てるひと うつのみや 　 こうき うつのみや 　 いちろう

はらだ      かねあき

うつのみや      としはる・ひろお

うつのみや      すけなお たかおか   ゆうじ

うつのみや     りょう うつのみや   ゆういち・さちひろ うつのみや      こうじ 

なかむら  ふみお うつのみや      としふみ・つかさ なかがわ  しんうつのみや      いたる おおかわ   またお

さかい    あきら うえだ 　  よしひろ

いのうえ  まさかず はらだ     しょうじ なかむら  はつみ かめい     ひでお・りょうた

おきむら  うめお おおつ      のりお かたやま  もとおさ・れい

さいとう たつふみ かわごえ  ふみのり・あきふみ ふじもと あつし

    ・こういち
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早採り・温州みかん・伊予柑・ポンカン・レ
モン

温州みかん・伊予柑・ポンカン・八朔・レモン・
不知火・甘夏・清見

早採り・温州みかん・ポンカン・レモン 温州みかん・八朔早採り・ポンカン・ネーブル・八朔・レモン・
不知火・ひょう柑・せとか・なつみ

早採り・温州みかん・伊予柑・ポンカン・甘夏・
ジューシーフルーツ・なつみ

早採り・温州みかん・伊予柑・ポンカン・甘夏・
八朔・清見

早採り・温州みかん・伊予柑・ポンカン・レモン・
不知火・文旦・ジューシーフルーツ・せとか

温州みかん・伊予柑・ポンカン・不知火・ひょ
う柑・レモン

早採り・温州みかん・ポンカン・甘夏

温州みかん・伊予柑・ポンカン 早採り・温州みかん・ポンカン・不知火・甘
夏

温州みかん・ポンカン・不知火 温州みかん・伊予柑・ポンカン・甘夏・不知火・
せとか

温州みかん・伊予柑・不知火・ジューシーフ
ルーツ

温州みかん・伊予柑・ポンカン・はるか 温州みかん・レモン・ひょう柑 早採り・温州みかん・ポンカン・八朔・レモン・黄金柑・
文旦・ジューシーフルーツ・ブラッドオレンジ

早採り・温州みかん・不知火・ジューシーフ
ルーツ・なつみ

温州みかん・ポンカン・甘夏

温州みかん・ポンカン・甘夏・ネーブル・レ
モン・不知火・ジューシーフルーツ

温州みかん・伊予柑・ポンカン・甘夏 甘夏 真珠早採り・温州みかん・ポンカン・ジューシー
フルーツ

ちりめん

コロナに負けるな！！笑顔で会
える日を楽しみにして頑張って
います

今年は雨が多く大変！！草刈、
摘果に忙しい毎日。おいしい柑
橘届けます。

コロナ禍による自粛生活を乗り
切りたいと思う今日この頃です。

はぐれみかん作り人　2020
コロナなんかに負けてたまる
か！！

今草刈り摘果に頑張っています。
来年はアボカドを植えます。よ
ろしく。

すべての生き物に優しい地球で
ありますように！！

夏の暑さにも負けず、私はただ、
もくもくと手を動かすのみ。

農作業の合間に実習生と缶珈琲
で一服するのが楽しみです。

一生懸命やります。よろしくお
願いします。

空調服を初めて使ってみました。
とても楽でした。

今年もたくさんみかんを食べて
下さい。よろしくお願いします。

人の幸せは出会いに始まる。
日々、感謝。

安全で美味しい柑橘で免疫力
アップ、コロナに負けない体力
作りを。

世界中のコロナに振り回され意
気消沈、コロナに負けず無茶々
の里で頑張っています。

初心を忘れず。日々努力。優し
いミカンを作ります。

大雨、コロナと地球規模の戦い
です。共に７０才越で試練の年
です。

コロナで世界中が大変です。智
恵と工夫でどうか乗り越えて下
さい。

ジューシーフルーツ園で撮影、3
月～ 7 月までの果肉、果汁、味
の変化をお楽しみください。

家族みんなで、安心して食べて
頂けるみかん作りに励んでいき
ます。

今年は摘果が遅くなりましたが
草刈り等頑張ります。楽しみに。

「おいしい」と言ってもらえるみ
かんをお届け出来る様、頑張り
ます！

続けられることがありがたいこ
と　続ければものになる。たぶ
ん

農業を志したなら豪農になりな
さい。福沢諭吉を師と仰ぎ頑張
る。

アオノリ養殖など新しい取り組
みに挑戦！力を合わせて頑張り
ます。

梅雨の多雨で果樹も生理落果が
多いけど、これからの太陽に期
待。

安心、安全で素材の味を生かし
た商品開発頑張ります。乞うご
期待！！

森川 嘉則 浅野 一利 大津 晴男 森下 孝 菅谷 秀

門田 喜代嗣 中田 武雄 大久保 六仁 二宮 正仁 石田 勝

大塚 勇太 浅井 助良・良裕 井上 久和 中山 源綱 土居 与次

川口 正 有田 勇 大中 一郎 平山 源 一郎 丸山 清秀

藤本 英市 大久保 陽史 てんぽ印 ドリーム農園 佐藤真珠

網元 祇園丸

どりーむのうえん

もりかわ  よしのり

かどた      きよつぐ

あさの      かずとし おおつ 　 はるお もりした たかし すがや 　しゅう

なかた      たけお おおくぼ         ろくひと にのみや  まさひと いしだ    まさる

おおつか    ゆうた あさい      すけよし・よしひろ いのうえ   ひさかず なかやま   げんつな  どい        よしつぐ

かわぐち ただし ありた    いさむ おおなか  いちろう ひらやま  げんいちろう まるやま  きよひで

ふじもと  えいいち おおくぼ         はるふみ てんぽじるし さとうしんじゅ

あみもと    ぎおんまる

お付き合い農家を指定しない場合

お付き合い農家について

お付き合い農家から出荷できない場合

お付き合い農家を変更したい場合

かんきつ年間予約注文書にてお付き合い農家の指定を承ります。
お付き合い農家を指定いただいた場合、その農家が選別・箱詰め
をして出荷します。「顔のわかる、長いお付き合い」を目指してい
た無茶々園では昔からある指定制度です。

指定の変更はシーズン途中に関わらず常時承ります。
ご遠慮なくお申し出ください。

・ご注文の品種を作っていない・想定外に生産果実が底
をついてしまった・農薬の使用等により出荷ができなく
なったなどの理由で、お付き合い農家からの出荷ができ
ないことがあります。この場合は他の生産者に振り替え
て出荷させて頂きます。出荷前の連絡を希望される方は
お知らせくださいませ。

共同選果場のスタッフ、または各農家が選別し箱詰め・
出荷します。いろいろな農家の柑橘をお楽しみください。


