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私の日記帳！ 
毎日は更新出来ませんが、年寄りの 

 
落書き帳だとご容赦くださいね。 

2004 02030405060708091011 
2005 03050608091112 

2006 01020304060708091011 
2007 

010203040506070809101112 
2008 

010203040506070809101112 
2009 

010203040506070809101112 
2010 01 
新規投稿

<< 2009年6月 >> 
日 月 火 水 木 金 土
  1 2 3 4 5 6 
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28 29 30         

日記の表示順を逆にする

●     << デジカメ散
歩！
●     デジカメ散歩！
　　誉田八幡宮！ 
>>
2009年06月27日

�❍     デジカメ散歩！
　　いちじく畑

我が町の誉田地区には広大な「いちじく畑」が
有ります。 
 
いちじく泥棒じゃないですよ  
 
写真だけ撮らしてくださいね  
 
 
（いちじく畑を通過する近鉄電車） 
 

 
 
 
まだ少し「いちじく」は青いね。 
 
取り入れは来月中旬ぐらいかな。 
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私の日記帳！ 

 
 
 

 
 
 
（一面のいちじく畑） 
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私の日記帳！ 

 
 
 
写真の奥に見える森は応神天皇の御陵です。 
 
 
（ここだけネットが張ってないよ） 
 
いちじく泥棒さんに狙われないかな。 
 

 
 
 
（太い幹をしていますね） 
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私の日記帳！ 

 
15:46コメント(21)ページのトップへ

コメント

成ってるイチジク始めて見ました。 
私が知っているのは　乾燥されたもののみ。 
あの　種のぷちぷちがたまらないんですよねー。 

投稿者：itudemoyumewo(2009-06-27 16:36)

完熟した無花果はとても甘いんですよね。生産者から直接譲って貰えば甘くて美味
しいの食べられるんじゃないですか。 

投稿者：yosirow(2009-06-27 16:52)

こんにちは。 
イチジク、私、食べないですね。 
なんか、種食べているみたいで嫌なんですよ。 
ちなみに、私は、漫画も絵画も、なくても困りません。 

投稿者：takaosan(2009-06-27 18:36)

itudemoyumewoさんコメント有難う～♪ 
 
甘さが控えめで頼りないと言う方も居られますけどね。 
 
我が南河内では夏の果物では一番ですよ。 
 

投稿者：kuroda0729(2009-06-27 19:26)

yosirowさんコメント有難う～♪ 
 
実はまだ青いですが香りはすでに無花果の臭いをしていましたよ。 
 
完熟する頃にまた写真を撮りに行ってきますからね。 

投稿者：kuroda0729(2009-06-27 19:29)

takaosanさんコメント有難う～♪ 
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私の日記帳！ 

 
なるほど～　種を食べている感じがしますね。 
 
好き嫌いの多い果物かもしれませんよ。 
 
私も一個ぐらいは食べますけど好物ではないですね。 

投稿者：kuroda0729(2009-06-27 19:32)

　クロダさん　こんばんは 
樹を観たのは初めてですが背丈は其れほど高くないようですね  
この青い果実をホワイトリカー35に漬けて味わってみたいですよ  
高層マンションが素敵ですね。マンション生活は快適でした  

投稿者：qjgbr724(2009-06-27 20:50)

いちぢく狩りに何度か行ったことあるけど、でもその場で食べ放題じゃなくパック
で個数限定でお持ち帰りでした。 

投稿者：hikaru36(2009-06-27 21:00)

便秘気味の私は季節になると沢山買い、生食の他、ジャムにしたりブランディ煮に
してますよ。こちらは８月以降だと思います。栽培物でなく、庭に成った物を買っ
てます。 

投稿者：lustleigh(2009-06-27 21:34)

こんばんは 
八幡浜市にはこんな立派なイチジク畑ないです。 
みかん畑ならむねはれるのですが。 
整枝仕方は勉強になりました。 
ありがとうございます。 

投稿者：aooni23(2009-06-27 21:50)

こんばんは(⌒∇⌒)/ 
 
応神天皇の御陵ですね～ 
あの辺の畑はイチジク畑なんですね 

投稿者：houki127(2009-06-28 00:35)

昔、庭にイチジクの木があってよく食べたものです。今はそう食べたいとは思いま
せんが、妻は好きで買って食べたりジャムにしています。 

投稿者：karamatsu(2009-06-28 06:36)

私の子供のころは 
イチジクは買うものじゃなく 
頂き物だったんですが～ 
あるいは勝手にもぎ取って食べていました・・ 
最近は乾燥イチジクもあるんですよ。 

投稿者：isikazu62(2009-06-28 13:28)

qjgbr724さんコメント有難う～♪ 
 
大きい木で私の身長よりやや高いぐらいですかな。 
 
 
 

投稿者：kuroda0729(2009-06-28 13:56)

hikaru36さんコメント有難う～♪ 
http://page.cafe.ocn.ne.jp/profile/kuroda0729/diary/d382 (5 of 6) [1/24/2010 3:51:31 PM]

http://page.cafe.ocn.ne.jp/profile/kuroda0729
http://page.cafe.ocn.ne.jp/profile/qjgbr724
http://page.cafe.ocn.ne.jp/profile/hikaru36
http://page.cafe.ocn.ne.jp/profile/lustleigh
http://page.cafe.ocn.ne.jp/profile/aooni23
http://page.cafe.ocn.ne.jp/profile/houki127
http://page.cafe.ocn.ne.jp/profile/karamatsu
http://page.cafe.ocn.ne.jp/profile/isikazu62
http://page.cafe.ocn.ne.jp/profile/kuroda0729


私の日記帳！ 

 
我が町ではいちじく狩りは聞きませんね。 
 
地元スーパーには朝採れで良く並びますけど。 

投稿者：kuroda0729(2009-06-28 13:59)

lustleighさんコメント有難う～♪ 
 
庭に１～２本植えておられる家も見かけますね。 
 
私も買うよりは貸農園をしておられる地主さんからの貰いものが多いですな。 
 

投稿者：kuroda0729(2009-06-28 14:04)

aooni23さんコメント有難う～♪ 
 
我が町でもいちじく畑が有るのはこの地区だけですね。 
 
私が引っ越ししてきた昭和３９年には 
同じぐらいの面積で 
増えも減りもしていない感じです。 

投稿者：kuroda0729(2009-06-28 14:07)

houki127さんコメント有難う～♪ 
 
そうなんです～　石川の西側の低地は 
昔からいちじく畑なんですよ。 

投稿者：kuroda0729(2009-06-28 14:10)

karamatsuさんコメント有難う～♪ 
 
私も貰いもので食べる事が多いですよ。 
 
めったに買ってまでは食べませんかな。 
 

投稿者：kuroda0729(2009-06-28 14:13)

isikazu62さんコメント有難う～♪ 
 
乾燥のいちじくが有るんですね、我が町では 
生が豊富だから乾燥品までは買う人がいないと思いますけど。 
 
地元特産品ではいちじくよりも葡萄の方が売れ行きは断然と上ですね。 
 
お盆前後には葡萄は箱単位で売れますよから。 
 

投稿者：kuroda0729(2009-06-28 14:20)

畑の向こうにビルが立っているなんて、不思議な感じです。 
さすが都会ですね。 

投稿者：kn24zuka(2009-06-30 21:45)

コメントを書く為にはログインが必要です。
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