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無茶々園 オンライン産地見学会   

ご報告!  （3月 2日 栃木委員会） 

「見学には中々行けないよね」という話がきっかけで、実現し

た無茶々園オンライン産地見学会。当日は、爽やかな快晴で藤本

さんの案内で見学が出来ました。 

愛媛県西予市名浜町、山と海がある町の昔は芋等を栽培してい

た段々畑で、昭和３０年ごろから柑橘へ本格的に転換し、１４０

haの広大な土地で栽培をしているそうです。当時、農薬が環境問

題になり、農家さん消費者を巻き込んで運動化。そして、お寺の

園地を借りて無農薬栽培の実験園を作った所から始まりました。

名前の由来がユニークで、「無農薬栽培は無茶な事かもしれない

が、無茶苦茶に頑張ってやってみよう。しかし、楽しくやりたい

ので苦は除こう。そして、ネオン街の蝶を追っ掛けるより、みか

ん畑のMUCHACHA（アゲハチョウ）」を追いかけよう。」 

MUCHACHA（ムチャチャ）とは、スペイン語で「女の子」「ちょ

うちょ」だそうで、そういう想いで「無茶々園」と命名しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柑橘３６種類を栽培していて、５段階のランクに分けて管理し

ているのですが、今は温暖化で無農薬栽培が出来なくなってきて

います。化学農薬でしか対処できない病害虫が増加していて、農

薬回数は基本的に特別栽培だと３回だそうです。農薬を使わない

と見た目が悪くなってしまうのですが、なるべく無、減農薬栽培

等を実践することは地域の川や海を守ることでもあるので、地域

で取り組んでいるそうです。 

水やりはスプリンクラーでしていて、収穫は果実で一杯になっ

たラックを肩に担いで、レールにのせて貨車で運ぶので、ジェッ

トコースターの様な感じでした。 

 

質問がいくつか出まして・・・ 

保存方法に関してですが、日陰、ベランダ、風通しの良い所で保

管して下さい。 

デコポンは腐りやすいので早めに食べて欲しいとのことです。 

果物の甘さの秘訣は、水はけが良い、風通しが良い、潮風も適度

なこの環境は柑橘に適していて、甘く実るそうです。 

今までの塩害（潮風などに含まれる塩分による被害）に関してで 

 

すが、２回ほど塩害に遭い、みかんがほとんどダメになってしま

い、加工品に殆どまわしてしまった事があったそうです。 

藤本さんが「新鮮な内に一杯食べて下さいね」、とおっしゃって

いました。(^^)/ 

（栃木委員会 高際） 

 

☆無茶々園でお仕事をされて

いる皆さんの写真の笑顔が

印象的でした。社会に役に

立つ企業としての一面、美

味しい柑橘などを届けるた

めに努力を重ねる生産者の 

一面をより知ることができためになりました。よつ葉だよりの誌

面だけよりも生配信で見て聴くことは本当にワクワクしました。 

 

☆みかん畑からの中継が嬉しかったです。急斜面の畑に綺麗な海。

その場で収穫したハサミの音に、蜜柑の香りを感じました！ 

 

☆無茶々の柑橘は本当に美味しくていつも箱で買っています。箱

に生産者さんの写真がありますが、よく届く藤田さんに直接お

話を聞くことができ、より身近に感じ嬉しかったです。急勾配

の山での栽培に驚きです。感謝していただきます。 

 

☆パソコンの向こうに広がるみかん畑。潮風と柑橘系の香が漂い

そうなそんなプチプチ旅行気分の中にも段々畑での工夫とアイ

デア。生産者の思い、苦労を感じ取るオンライン産地見学会で

した。 

 

☆無茶苦茶の苦をとって楽しく過ごせる様に名前をつけた由来

や、農家さんの段々畑の無茶々園の畑からの中継など、急な斜

面での収穫では、海や山、柑橘の香りが漂ってきそうな雰囲気

でとても楽しめました。山の太陽や海の風に大事にそだてられ

たみかんが益々美味しそうに感じられて購入するのが嬉しくな

りました。 

 

☆地域ぐるみで山も海も守る姿勢に感動しました。 

 

☆オンラインで無茶々園の方々、生産地、組合員の皆さまと交流

が出来て、とても良い会でした。無茶々園の歴史や携わった方々

の思いや信念なども知ることが出来て、ますますファンになり

ました。これからも無茶々園の商品を楽しみしています。 
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新型コロナウイルス感染症対策たすけあい募金報告（3月 4週分）                             

ご協力ありがとうございます。                 

組合員さんの助けあいの気持ちが広がっています     (単位：円) 

栃木コロナ支えあい基金   （860番） 7，800 

群馬コロナウイルス対策募金 （861番） 6，600 

茨城誰かのために募金    （862番） 2，700 

合  計 17，100 

共同購入注文書の該当番号に数量をご記入ください。 

WEB 注文の場合は、左側［企画商品・募金］内の［募金関連］をクリック。 

一口 100円の募金になります。 

東日本大震災･東電原発事故での支援金 募金報告（3月 4週分）                             

ご協力ありがとうございます。                 

組合員さんの温かいお気持ちが今週も寄せられています  (単位：円) 

放射能から子どもを守る募金 （900番） 8，100 

震災孤児を支援する募金   （910番） 30，300 

「有機農業と国産種子」募金 （920番） 12，200 

合  計 50，600 

共同購入注文書裏の「10品以上の記入欄」に該当番号と数量をご記入ください。 

WEB 注文の場合は、左側［企画商品・募金］内の［募金関連］をクリック。 

一口 100円の募金になります。 

ふみさんの 

 

オーガニックフードマイスター、調理師 発酵食品を使ったおやつ“日々のお菓子”製造、助産院

でのごはん作り等でも活動中！＜理事 薄井史子  よつ葉サークル「なす子育ちの会」代表＞ 

 

第 2 回畑の横の和蜂学校の案内  

 「日本蜜蜂の巣箱から採蜜をしましょう」 
日 時 １回目 ５月 15 日（日）13：00～15：00 

    ２回目 ５月 19 日（木）13：00～15：00 

場 所：大山田ノンフェール・くらねぇ（旧大山田小学校） 

    （栃木県那須郡那珂川町大山田下郷 955） 

参加費：4500円（講習代、シフォンケーキとハーブティー、 

資料代、日本蜜蜂の蜂蜜のお土産、保険料を含みます） 

主催・申込み・問合せ先 

    里山和蜂日和 堀江博子  TEL 090-2316-4241 

    ノンフェールみつばちハーブ倶楽部 岡真理子 

                 TEL 090-9377-2101 

     

 

ノンフェール事務局 相馬心平 TEL 090-3344-7813 

    Mail k.non-faire@nactv.ne.jp 

内 容 ＊蜂場で巣箱の巣房を切る体験をします。 

    ＊蜜の入った巣房から垂れ蜜を落とします。 

    ＊待っている間に美味しいシフォンケーキとハーブティ

ーをいただきながら日本蜜蜂のお話をしましょう。 

    ＊絶品の日本蜜蜂の垂れ蜜をお持ち帰りいただきます。 

＜持ち物＞ 巣箱観察のための綿布と帽子長袖シャツが必要です。 

      １回目からの参加の方は「ミツバチ飼育」の資料をお

持ちください。 

参加してみませんか       

 

mailto:k.non-faire@nactv.ne.jp
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●編集・発行よつ葉生活協同組合 小山市粟宮 1223 

0120-07-1613 TEL 0285-45-9100  FAX 0285-45-9101 

HP http://yotsubacoop.jp/ 

よつ葉だよりメールアドレス yotsubadayori@yahoo.co.jp 
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北海道 
 

1,400円 
 

(2日後) 

北東北 

1,050円 
 

(翌日) 

南東北 

900円 
 

(翌日) 

中部・北陸 

関東・信越 
 

900円 
 

(翌日) 

関西 
 

1，050円 
 

(翌日) 

中国 

1,150円 
(２日後) 

 
四国 

1,250円 
(２日後) 

 

九州 
 

 1,400円 
 

(２日後) 

沖縄 

サイズにより

1,450円 

～2,950円 
(３日後) 

遠くにお住まいの方へ～よつ葉の「まごころ便」送りませんか？ 

 
 よつ葉の「くらら」商品を、宅急便でよつ葉生協からお届けするシステムです。  （注）ご個人の持ち込み荷物は受付できません。 

ご家族や大切なご友人に、ぜひご利用ください。   

 

常温商品 

凍マークの商品 
（アイスクリーム等以外） 

（例） 

米、乾麺類、調味料、乾物、菓子、

飲料、お酒、雑貨 など 

農産物 

蔵マークの商品 

（例） 

アイスクリーム、パン類（冷凍以外）野菜、果物、

味噌、特別企画品（くらら以外のカタログ商品）、

翌々週配送商品、段ボール梱包できないもの、苗、

チケット など 

※まごころ便の対象商品は

受付週の『くらら』の商品

となります。 

 

沖縄は航空便利用の

離島扱いとなります。 

※冷凍食品には上のクール便

料金がプラスされます。 

クール料金  ￥310～￥910 

￥ 配送料合計額 

（注文） 

まごころ便の専門用紙は配

送員におたずねください。 

または、本部までご連絡くだ

さい。 

専用用紙をお届けします。 

 

（配送＆請求） 

翌週末に配送はされます。 

明細書兼請求書は定期配送日にお届

けいたします。 

ウクライナ緊急支援募金 受付中 
 

   

  募金申し込み番号：No.865 

  3/28（月）から 4/15（金）まで 

提出用注文用紙の裏側、10品以上の注文欄 

に 865番（1口、100円）と記入してください。 

 

ウクライナで 2 月 24 日から続く、ロシア軍による軍事侵攻。攻撃は日に日に激化しています。戦闘により

自宅を追われた人は 1000 万人を超え、このうち 348 万人以上が国外に逃れました。（3 月 22 日、日経新聞）

国内で避難生活を続ける人たちの多くは、地下鉄や地下シェルターなどに身を寄せています。この中には当然

幼い子どもたちも多く含まれます。何日もかけて国外に逃れた人たちの多くが、女性と子どもたちです。親と

離れて避難した子どもたちには、人身売買の危険も迫っています。戦争の被害を一番こうむるのは、いつも、

何の罪もない子どもたちです。 

よつ葉生協では緊急支援募金に取り組みます。お寄せいただいた募金は、日本ユニセフ協会（国連児童基金

の国内委員会）に、被災した子どもたちと家族の救済に使って 

頂きます。 

 


