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●     農家の日記

 

 
 

【内山農産の日記担当】 
*初めての方はご覧下さい
●     内山農産のスタッフたち
●     内山農産のチカ
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【最近のエントリー】
●     天候及び交通規制の回復につい

て（1/16　18時現在） (01/16)
●     降雪の影響による配達遅延のお

知らせ (01/15)
●     寒中お見舞い申し上げます！ 

(01/08)
●     年末年始の休業日についてご案

内 (12/30)
●     「杵つき餅」の販売開始！ 

(12/19)

【カテゴリー】
●     トピックス (105)
●     サイト更新日記 (23)
●     農作業日記【田んぼ】 (102)
●     農作業日記【畑・野菜・果

物】 (47)
●     作業日記【農産加工品】 (24)
●     かも通信（合鴨農法） (35)
●     こめっこ通信〔米粉〕 (46)
●     激写！取材日記 (16)
●     内山農産や内山さん家、その周

りのこと (43)
●     お客様からのメール♪ (8)
●     ★○○語録★ (2)
●     みんなの日記 (82)
●     イキガリ常務のポイズンだいあ

りぃ (45)
●     チカの日々徒然 (185)

【アーカイブ】
●     January 2010 (3)
●     December 2009 (3)
●     November 2009 (3)
●     October 2009 (12)

HOME > 農家の日記 > 

<< 古代のロマン　黒米の稲刈り | 日記トップ | 特別栽培米コシヒカリの稲刈り開始！ >>

いちじくを守れ！

2008.09.16 Tuesday

こんにちは、チカです。 
 
内山さん家には、いちじくの木が３本あります。 
一番大きな木は甘い実をたくさんつけて、我々の胃の中へ。 
特に、節子ママとおじいちゃん＆おばあちゃん、従業員のレオさんとtakaさんが、
毎年ものすごく楽しみにしています。 
 
しかし、いちじくを狙う不届き者がいるんです。カラスです！ 
既に今年もいくつもやられました。完熟する前に食べてしまうんです。 
このままでは攻められる一方、なんとかして防がねばと、おじいちゃんとレオさん
とで、いちじくの木を不織布で覆うことにしました。 

 
 
大きな不織布で覆って、ホッチキスでパチンと留めていきます。 
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●     September 2009 (8)
●     August 2009 (3)
●     July 2009 (4)
●     June 2009 (26)
●     May 2009 (30)
●     April 2009 (29)
●     March 2009 (25)
●     February 2009 (17)
●     January 2009 (22)
●     December 2008 (16)
●     November 2008 (23)
●     October 2008 (22)
●     September 2008 (21)
●     August 2008 (16)
●     July 2008 (18)
●     June 2008 (21)
●     May 2008 (24)
●     April 2008 (27)
●     March 2008 (27)
●     February 2008 (23)
●     January 2008 (19)
●     December 2007 (18)
●     November 2007 (5)
●     October 2007 (20)
●     September 2007 (23)
●     August 2007 (22)
●     July 2007 (29)
●     June 2007 (22)
●     May 2007 (21)
●     April 2007 (17)
●     March 2007 (20)
●     February 2007 (24)
●     January 2007 (10)
●     December 2006 (5)
●     November 2006 (7)
●     October 2006 (11)
●     September 2006 (6)
●     August 2006 (11)
●     July 2006 (11)
●     June 2006 (19)
●     May 2006 (17)
●     April 2006 (2)
●     February 2006 (1)

【コメント】
●     天候及び交通規制の回復につい

て（1/16　18時現在） 
⇒ 内山農産のチカ→洋服屋の
くりちゃんさんへ (01/18)

●     天候及び交通規制の回復につい
て（1/16　18時現在） 
⇒ 内山農産のチカ→サンク
リーン塩尻さんへ (01/18)

●     天候及び交通規制の回復につい
て（1/16　18時現在） 
⇒ 内山農産のチカ→大きい靴
下さんへ (01/18)

●     天候及び交通規制の回復につい
て（1/16　18時現在） 
⇒ 内山農産のチカ→meganeさ
んへ (01/18)

●     天候及び交通規制の回復につい
て（1/16　18時現在） 
⇒ 洋服屋のくりちゃん (01/18)

●     天候及び交通規制の回復につい
て（1/16　18時現在） 
⇒ サンクリーン塩尻 (01/16)

●     天候及び交通規制の回復につい
て（1/16　18時現在） 
⇒ 大きい靴下 (01/16)

●     天候及び交通規制の回復につい
て（1/16　18時現在） 

 
風で飛ばないように、下も留めます。 

 
 
布の隙間から覗いてみると・・・まだ青い実がいくつも生っています。 

 
熟すのが楽しみですね（＾-＾） 
カラスも生きるために必死ですが、楽しみを奪われてはたまりません。 
今年こそはカラスに完全勝利したいですね（＾-＾）/ 
 
 
★『稔りの田から食卓へ』おいしい有機栽培米コシヒカリをお届けいたします　
【(有)内山農産】 
☆平成20年産・新米予約受付中！　詳細は”新米予約についてのお知らせ”をご覧く
ださい！ 
★10月1日よりお米の価格を改定させていただきます。詳細は”価格改定のお知ら
せ”まで。 

| 内山農産のチカ | 農作業日記【畑・野菜・果物】 | 16:32 | comments(12) | trackbacks(0) 

コメント

2008/09/16 5:25 PM

こんにちは 
日南にいます、わかる？ 
 
いちじくの甘煮食べたい！ 
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⇒ megane (01/16)
●     降雪の影響による配達遅延のお

知らせ 
⇒ 内山農産のチカ→あらんだ
まおばさんさんへ (01/16)

●     降雪の影響による配達遅延のお
知らせ 
⇒ 内山農産のチカ→meganeさ
んへ (01/16)

【リンク】
●     (有)内山農産
●     内山農産オンラインショップ
●     安心と安全を考える会
●     謙信eあきない
●     伯爵様のデジタルフォトdiary
●     bくまのブログ
●     Muのカラーコーディネートこ

ぼれ話
●     あいの日々徒然
●     とうふ工房矢代 マメなブログ
●     まさ爺の農家Web日記
●     みそ作り日記
●     もちや菓子店もち子の日記
●     コーチャンのココから
●     メイプル-優しい女らしいかわ

いい洋服
●     越後の地酒屋4代目店主の日記
●     炎に魅せられて
●     市川工業の解体日記
●     店主のブログ
●     風のように生きたい
●     うおぬま屋店長の日記２
●     おもちゃ屋GENの気まぐれブロ

グ
●     お菓子なブログ
●     お冨さんブログ
●     くまこうの今日の出来事
●     ゆの宿峡里(かいり)weblog
●     シュークリームママのつぶやき
●     ブログナカシマ
●     笹川流れのWeb Log
●     酒屋てんちょーの公私混同ブロ

グ
●     住まい創りの夢をかなえる営業

マンBlog
●     翠泉閣.comスタッフブログ
●     石川六級の自然っていいねゃ。
●     fleur au coeur 心に花を♪
●     あらんだまおばさんの元気日記
●     おだっくい清水の畳屋日誌
●     きょうのうめちゃん(自然農法

日記)
●     くりびより
●     こまわり日記4
●     にんじんジュースのクニの飼い

犬がニヤッと笑った！
●     みんなニコニコ医療食
●     ゆったり靴下独り言
●     アイスクリーム屋さんの小さい

奮闘記
●     ガラス屋のひとりごと
●     シニアPCサポート群馬店主(お

助け爺)のブログ本家
●     ジョイクックおくだのお母さん

の日記
●     パンが好き
●     プライド店長日記
●     ホッと一息、のんびり時間

(with お茶)
●     一笑來福(ぽてちよ日記)

Posted by: kato

2008/09/16 6:35 PM

内山農産チカさん 
 
こんばんは！ 
 
カラスも食べ物ですから必死に知恵を絞ってくると思います・・・。 
 
是非ともカラスとの知恵比べに勝ってください 
(∩.∩) 
 
・・僕はイチジクって食べたことないです！！ 
 
どんな味がするのでしょうか？ 
 

Posted by: 溶射屋

2008/09/16 11:46 PM

こんばんは。 
 
カラスとの勝負はどこでも同じですね。 
芋ほりをしていると、カアカアと集まってきて、 
人のいない辺りでつっつくのです。 
カラス勝負応援しています！

Posted by: うめちゃん

2008/09/17 9:17 AM

おはようございます　 
 
むかし、ウチの近所にもありました、イチジク。 
いつもただだったので、スーパーで値札がついてるのに 
びっくり。当たり前なんですけど 
いただいて食べることに慣れてしまっていました。

Posted by: コーチャン

2008/09/17 9:42 AM

おはようございます。 
 
＞日南にいます、わかる？ 
それはまた遠い！ 
ところで先生、なぜにkatoで？ 
 
＞いちじくの甘煮食べたい！ 
奥様に頼んでくださいまし・・・＾-＾

Posted by: チカ→加藤先生へ

2008/09/17 9:44 AM
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●     楽しいお掃除
●     吉野聡建築設計室のブログ
●     京丹後のおやじのうんちく日記
●     靴下工場のかみさんの目介護の

目
●     原タイルさん
●     坂本屋旅館主人の便り
●     山あり 谷あり 努力あり
●     社長ブログ　溶射屋
●     信州四賀から　ittokuさん
●     青汁通販のクニの青々ブログ
●     町の小さな老舗酒屋の5代目店

主のんべぇ奮闘記?!
●     天妻の散歩道
●     天野屋繁田商店のブログ
●     藍ちゃんママの駿河湾日記
●     料理人の美味しい話

【トラックバック】
●     11/7　銀座の田んぼ　脱穀体

験会 
⇒ Ｍｕのカラーコーディネー
トこぼれ話 (12/04)

●     読書とコーヒー 
⇒ soramove (11/24)

●     11/1、銀座でぶらり渋谷でぶ
らり 
⇒ 農家の日記：自然乾燥・健
康米　内山農産 (11/14)

●     銀座の田んぼ、今度は脱穀体験
会！ 
⇒ 農家の日記：自然乾燥・健
康米　内山農産 (11/14)

●     銀座の田んぼ！収穫祭と新米試
食販売会に参加します 
⇒ 農家の日記：自然乾燥・健
康米　内山農産 (11/06)

●     ブログ管理人バトンタッチしま
した 
⇒ 農家の日記：自然乾燥・健
康米　内山農産 (10/16)

●     あぜ道の草刈りと風に揺れる稲
穂（8月下旬） 
⇒ 【天地人　直江兼続の愛し
た】新潟県大湯温泉の旅館　ゆ
の宿峡里（かいり） weblog 
(09/08)

●     梅雨のあいまに畑仕事 
⇒ 伯爵様のデジタルフォト
diary (07/31)

●     温泉紀行　第二弾 
⇒ 【天地人　直江兼続の愛し
た】新潟県大湯温泉の旅館　ゆ
の宿峡里（かいり） weblog 
(06/23)

●     豆類の種まき 
⇒ パンが好き (06/07)

●     米作りの一年
●     食の安心安全
�❍     有機JAS認定
�❍     無農薬認定
�❍     特別栽培農産物認
証

●     お買い物

おはようございます。 
 
＞カラスも食べ物ですから必死に知恵を絞ってくると思います・・・。 
ほんとに頭がいいですからね。 
稲刈りしていると、刈ったところからカラスが群がってきて虫やカエルを食べていま
す。 
わかっているんですよね。 
 
＞是非ともカラスとの知恵比べに勝ってください 
＞(∩.∩) 
がんばります！ 
 
＞・・僕はイチジクって食べたことないです！！ 
えええ！一瞬息がとまりました。 
主張する甘さではなく、控えめなやさしい甘さです。 
食感は独特ですね。 
今度勇気を出して、一度食べてみてはいかがでしょう？

Posted by: チカ→溶射屋さんへ

2008/09/17 9:44 AM

こんにちは。 
イチジク、我が実家にもあります。 
先日、初食べしました。 
おいちかった。（＾＿＾）

Posted by: あい

2008/09/17 9:45 AM

こんにちは。 
 
＞芋ほりをしていると、カアカアと集まってきて、 
＞人のいない辺りでつっつくのです。 
彼らも生きるのに必死ということですね。 
芋を食べちゃうんですか？ 
 
＞カラス勝負応援しています！ 
ありがとうございます！ 
今のところ大丈夫そうです。

Posted by: チカ→うめちゃんさんへ

2008/09/17 9:48 AM

こんにちは。 
 
＞むかし、ウチの近所にもありました、イチジク。 
植えてるかた多いんですかね？ 
 
＞いただいて食べることに慣れてしまっていました。 
うちはスイカがそうですね。 
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●     よくあるご質問
●     会社ご案内
●     このサイトについ
て

  

スイカは貰うことがほとんどです。

Posted by: チカ→コーチャンさんへ

2008/09/17 9:49 AM

こんにちは。 
 
＞イチジク、我が実家にもあります。 
あいさんのお宅にも！ 
イチジクってどのくらいで実が生るようになるんでしょうか。 
 
＞おいちかった。（＾＿＾） 
いいですね～。完熟してました？

Posted by: チカ→あいさんへ

2008/09/17 2:13 PM

こんにちは 
 
そういえば、鳥って羽を守る為に下から潜るということをしないらしいです 
 
鳥は上からやってくるらしいです 
 
我が家も梨を守るために網を張ったらカラスが来なくなりました 
 
>いちじくを狙う不届き者がいるんです。カラスです！ 
　イチジクだけじゃなく、子供のリュックまで狙います 
　チャックが開いているとおにぎりやお弁当を食べてしまうらしいです

Posted by: ｂくま

2008/09/17 3:14 PM

こんにちは。 
 
＞鳥って羽を守る為に下から潜るということをしないらしいです 
なるほど～それではうちのイチジクは大丈夫でしょうか。 
 
＞我が家も梨を守るために網を張ったらカラスが来なくなりました 
見事実が生りましたね！ 
 
＞チャックが開いているとおにぎりやお弁当を食べてしまうらしいです 
怖いですね～。とんびなんかも狙ってくるみたいですね。

Posted by: チカ→ｂくまさんへ

お名前: 
 

Eメール: 
 

ホームページ: 
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