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孫も犬も美味しいと言ってくれ
るみかん作ってます！食べてみ
てね。

山の仕事はコロナとは全く無縁
でノーマスクで額に汗して働い
ています。

今までよりもみかん作りを
がんばります。

熱中症にも負ケズ
元気なみかんを届けたい。

今年も暑いですが
暑さに負けないよう頑張ります。

一つしかない地球みんなが笑っ
て暮らせますように！

相次ぐ値上げラッシュ !! でも私
の腕は上がらない（五十肩）
頑張るぞ !!!!

大きな木の下での作業は天然
クーラー。秋の楽しみを汗をふ
きながら頑張っています。

日々の仕事は「うまいみかんを
作りたい」その気持ちだけで頑
張っています。

亀さんの様に毎日コツコツ働いて
います。

暑い夏、空調服は必需品！！
頑張っています。

毎日毎日暑い日が続きますが
美味しいみかんを作っています。

空調服が必需品。暑さに負けず
にボチボチ頑張っています。

いつもありがとうございます。
当たり前の毎日に感謝。

数少ない生産ですが、頑張りま
すのでよろしくお願いします。

定年後Ｕターンして始めまし
た。毎日心を込めて作っていま
す。

毎日１個食べて貰える様な
そんな商品目指して頑張ります。

生涯現役を貫く父はアシスト三
輪に切替え、今日もミカン畑を
めざす。

今年もよろしくお願いします。
暑さに負けず夏をのりきります。

自然の猛威に負けそうになりなが
らも頑張っています。今年も宜し
くお願いします。

健康第一、狩浜の段畑の恵みを
出来るだけ自然に育てたい。

良い明日を迎えるために
今を生きる。

たかが食べ物！されど食べ物！
シンプルフードライフ！

毎日１個のみかんで美肌をキー
プ。さわやかな香りでリフレッ
シュ

才能には限りがあるが努力には
限りがない。

今年で還暦です。新たな気持ちでチャレ
ンジャーとして頑張りますので、応援し
てください。Red Challenger ！

思う様になりにくい生活に、潤
いをミカンがもたらしてくれれ
ば。

思えば僕が生まれた頃は平和
ムードでした。ちょうど半世紀
前になりますが
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ご注文は 『早期予約』がおすすめ！

2022 年 9 月 30 日までに柑橘の予約注文を頂いた場合、早期予約の特典として
送料から値引きをいたします。

無茶々園の生産者からご挨拶
天歩 No.183    2022 年 9 月

2022 年 9 月 30 日までのご注文で
送料 1 件につき 200 円引き

※対象は3kg以上の箱詰め企画に限ります。
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戦場へ届け平和の青い空。　
草刈り、摘果に頑張っています。

暑いですね。二人で一人前の
私達ですが毎日少しずつ前進！

挑戦する心を忘れません。
おいしい柑橘、待っていてくだ
さい。

天候不順の中、摘果、草刈り
などの農作業、頑張っています。

雨にも風にも負けず、雪にも夏
の暑さにも負けぬ、丈夫な体が
欲しい。

先日、むささびが道路を歩いて
いました。体長 60 ㎝。人生初
見です。

健康であってこその農作業で
す。無理せずボチボチ頑張って
います。

太陽のあついひとみにみつめら
れ、しだいにあかくなるのです。

農作業の合間に眼下に広がる
宇和海を眺めて一息つきます。

笑って笑ってもっと笑っていっ
しょに笑おう！みかんも笑う！

周りに感謝を忘れずに、自分に
甘えずに、今日も畑に向かいま
す！

今年も暑いです。コロナもまだ
まだです。負けずにがんばりま
す。

80 を過ぎ、皆さんから元気を頂き
ながら毎日の作業の励みに頑張っ
てます。マムシも6匹取りました。

イノシシなどによる農作物被
害が慢性的に生じています。
スイカ全滅。

旅に行こう。自由に生き続ける
ために！

熱中症に気を付けて頑張りま
す。おいしい柑橘お届けします。

猪、カメ虫、コロナの攻撃。
気の合う仲間ともう少し頑張ろ
う！

息子が農家の修行中。体力と智
恵は負けても技術では負けられ
ない。

次世代にも美味いみかんを‼
後継者育成に只今奮闘中‼

苗木も育ち、楽しみながら
草刈り等頑張っております。
ファイトです！

毎年の作業ですが、３月から
１２月までの草刈りに汗流して
います。　

今年もあとひと息で収穫となり
ます。どうぞよろしくお願いし
ます。

どうせなら「夢のようなことを
して失敗してみよう」と…。

自然の恵みを美味しさに。私達
が真心込めてお届けします。

暑さや季節の影響に負けず、
柑橘栽培頑張ります。

皆で協力して真珠危機を乗り越
えます。青のりも頑張ってま
す！

豊かな生活は必ずしも合理的
ではないもので。
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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。

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。

生産状況・天候・病害虫により、お付き合い農家からの出荷ができないことがあります。
この場合は自動的に他の生産者に振り替えて出荷させて頂きます。
指定以外の生産者になる場合に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。


