
きてみて☆農村 life 
～旭川市グリーン・ツーリズム情報紙～ 【第１０号】平成2１年１１月発行

     
ピ ッ ク ア ッ プ 

～都市農村交流に取り組む農業者を紹介します～

わくわく畑ランド布施 

～ご案内～ 
 

わくわく畑ランド布施 

旭川市東鷹栖３線１５号 

電 話：５７-２５１６ 

  

●加工体験：月～木 9:00～13:00 体験料1,000円 
（豆腐・トマトジュース，豆腐は通年実施，要予約）

●加工品販売：毎週土曜日午前中，通年 
●農産物直売：６月下旬～８月下旬 

 
 今回は，旭川市内中心部から北へ車で約３０分，市内

東鷹栖の「わくわく畑ランド布施」さんに，おじゃまし

ました。東鷹栖の通称３線道路を行くと，看板の横にか

わいいメロンのオブジェが。ここが加工体験所・直売所

の目印です。 

 布施まさ江さんに早速見せていただいたのは，今年の

トマトで作ったトマトジュース。「今年は家庭菜園でのト

マトがあまり良くなかったみたいだけど，うちのトマト

は甘いから『どうして？作り方教えて』って言われるん

ですよ。」ジュースは小型の機械で作るため，粗ごしにな

って一口いただくと甘さと果肉感が絶妙。飲むというよ

り食べている様です。 

 加工体験は，トマトジュースのほか豆腐づくりも出来

ます。豆腐に使う大豆も，もちろん自家製。普通の大豆

の他に青大豆，黒大豆を使った豆腐もあります。大豆を

すりつぶす所から固まるまで約３時間ほどの体験時間と

のことです。これからの季節，手作り豆腐での湯豆腐も

美味しそうです。 

 布施さんは以前から，都市部の人と交流できる施設を

持ちたいという強い気持ちを持っ 

ていましたが，市街化調整区域 

の壁が立ちはだかり，進むこと 

が出来ませんでした。市の制度 

が整い，念願かなってのオープ 

ンとなったのは平成１９年のこ 

とです。 

「自分たちのつくっている作 

物，特に畑から取ってくるのっ 

て美味しいんだよって伝えたく 

て。スーパーにはいつでもあるじゃないですか。作って

いる人はみんな知っている，旬の物との味の違いをみん

なに伝えたかったんですよね。」 

布施さんは古くからの米農家ですが，米以外に様々な

作物をつくっています。「特にメロンは作っていて本当

に面白い！メロンを作っている人たちで話していると

話が尽きないんですよ。これを伝えるなら，直接畑に来

てもらうのが一番と思ったんです。」 

「わくわく畑ランド」というネーミングは，あまりに

も農業が楽しくて，「わくわくはたらくぞ～！」という

気持ちで付けました。将来は，加工品の量を増やしたい，

お父さん手作りの石窯で自家製小麦のパンもやってみ

たい，とわくわくする夢はふくらみます。直売や加工体

験を通じて，「本当の美味しさ」や「農業の楽しさ」を

伝える取組は，ますます広がっていきそうです。 

豆腐作りは冬でも体験できます。また，毎週土曜日に

は手作り豆腐の直売も行っていますので，一度訪れてみ

てはいかがでしょうか。 

はた     ふ せ 

農産物直売所たいせつ 

旭川市東鷹栖１条３丁目 

電 話：５７－２１４１ 

●営 業：10:00～16:00 

●定休日：毎週月・火曜日（12/28～1/5休み） 

この秋にオープンした通年営業の

直売所です。市内農家の新鮮な野菜

や，地元農産物からできたジャム，漬

物，みそや豆腐などの加工品も取り扱

っています。不定期ながら，米粉のパ

ン・ケーキが登場する日もあります

よ。ソフトクリーム・コーヒーもあり

ますので休憩がてらどうぞ。 

豆腐に使われる青大豆 

 

☆ 近くにはこんなスポットも ☆ 

携帯電話で地図 
を確認できます 



 

トマトの収穫は毎年11月上旬頃に終了。その後ハウス内の片付けをします。 

・トマトの苗木を根っこから抜き、堆肥場へ。 

・苗を支えていた支柱を片付け。 

・ビニールマルチをはがす。 

きれいに片付いたら【お礼肥え】をして、ハウスビニールをはずす。骨組みは残します。 

(一部ハウスはビニールをハウスのてっぺんまで巻き上げて冬越しすることも)これらの 

作業が終了するのは12月上旬～中旬頃で、これでシーズン終了となります。 

次シーズンの始まりは1月中旬から始まります。まずはハウス内外の投雪作業。 

そしてビニールハウスを掛けて、中の土をおこします。そのうち２棟は育苗ハウスとし 

て利用。その準備をします。そして、２月上旬からトマト苗の管理が開始。苗屋さんから 

やってくるプラグ苗(3cmぐらいの赤ちゃん苗)を鉢上げ(ビニールポットに一苗ずつ植える)し、苗が粗方大きくなったら鉢ずら

し(隣り合う苗の葉っぱが重ならないようにずらす)、適度な水遣りをして1ヵ月半かけて苗を大きくします。 

一面真っ白な雪景色になる旭川の冬。田んぼも畑も雪の下，気が付いたら沢山並んでいたビニールハウスも

いつの間にか無くなってる…。そこで，「きてみて☆農村 life」編集委員に聞いてみました。 

  

 

農家の人って冬は何してるの？？ 

 我が家は，果樹専業農家です。例年，７月初めからサクランボが始まり，11月５日ごろ， 

晩生りんごのサンふじを収穫して完了します。 

 冬の準備は，10月半ばから収穫と並行して果樹の苗木や若木の冬囲いが始まります。いわば果

樹園は，大きな庭のようなものです。冬囲いは，雪害ばかりでなく，山林に近いところでは，野ネ

ズミや野ウサギそれに鹿などに食害を受けないようにビニールで覆ったりと念入りにやらなけれ

ばなりません。 

 また，10月下旬から，ぶどうの剪定に取り掛かります，春に枝を切ると樹液が止まらず，枯れ

てしまうからです。丁度，雪が降る時期と重なり，未だ体も寒さに慣れておらず，きつい作業です。

 １月にはつかの間の休息があります。一年間，休み無く働きづめで，ようやく，手にする貴重な

充電期間です。 

 私は時折，スノーシューをはき，愛犬を連れて，近隣の森や果樹園の中を散歩したりします。森にただよう松の香りの中で，

深呼吸すると，都会では味わえない開放感を味わうことが出来ます。 

 しかし，２月も半ばを過ぎると，うかうかのんびりしておられません。サクランボ，プラム，プルーン，梨，りんご，ブル

ーベリーなどの剪定を４月下旬の雪解けまでに済ませなければならないからです。 

 農家の冬は意外に忙しい。私にとっては，冬眠する熊が少しだけうらやましく思えます。 

 

 

3月下旬には定植開始。トマトハウスにマルチビニールを敷いて一定間隔に穴を開け、一苗

ずつ植え付けます。 

この時植えたトマトは6月上旬に収穫できるようになります。 

そして 6 月下旬まで鉢上げから定植の作業を何度か繰り返し、時期をずらして植え付ける

ことで、11月まで収穫可能となります。 

鉢上げ作業。外は一面２月の雪景色です。 

11 月下旬， 

ビニールハウスの解体作業です。 

谷口農場の冬季作業(トマトハウス編) 

果実の森 南果樹園の冬 



 

よく一般市民の方に「冬はどうしてるんですか？」と聞かれることが度々あります。 

冬の過ごし方は、各農家さんによってずいぶんと違いはあるようですが、ここでは私 

の過ごし方を紹介してみたいと思います。 

 最後のりんごの収穫は１１月７日くらいに終えて、１１月いっぱいは、もぎこんだ 

りんごの選別をしたり、外の後片付けをしたりします。そして、１２月はお歳暮用の 

りんごの発送をしたり、りんごやサクランボの幼木を雪や鹿・ウサギの食害から守る 

ための冬囲いをします。また、この時期になると農作業だけではなく、いろんな組織 

の会合や勉強会・研修会も行われたりして、なんだかんだで、あっという間に年末年 

始になってしまうんですよね（笑） 

 １月はというと、今度はデスクワークに様変わり。３月の確定申告に向けて一年間の 

集計と決算書作りのために毎日パソコンとのにらめっこです。（せっぱ詰まらないとや 

らない性格なんで大変です）とは言っても、結構のんびりやっております。 

 そして、当然雪が降るので除雪をしたり、時々、樹やハウスの雨樋に積もった雪を落としたりする作業もあります。２月中旬

過ぎから、その年の本格作業がいよいよ始まるって感じですね。まだまだ雪深い時期ですが、果樹のせん定作業から始めます。

 こうしてみると冬もなんだか忙しいような感じもしますが、自分のペースでやる仕事なので、時間を作って小旅行に行ったり

趣味を楽しんだりしております。 

 今年も残すところあと一ヶ月少々ですが、今年一年を振り返りながら、来年に向けての作戦を練っていきたいと思います。 

果樹の冬囲いの様子です。 

山中果樹園の冬 

また買物公園などの各所で行われているイベントにも積極的に参

加し地域振興にも積極的です。先日もライナーネットワークとの共

同開催で秋の大収穫祭を開催し、今年の天候不順を忘れさせるほど

の晴天の中で 2,000 人以上を集客し農産物はもちろん、米粉や地

場野菜に特化したスイーツ、フードメニューの販売や試食会、米粉

パン焼き体験，トラクターと綱引きなどなど、消費者と触れ合いな

がら地場産品のＰＲを楽しみながら行いました。今年度中にあと２

度ほど地産品のＰＲイベントをたくさんの皆さんに楽しんでもらえ

るよう企画開催するのでご期待ください。 

来年度は、アンテナショップや新たな飲食店の開店、生産者と連

携した旭川ソウルフードの開発や PR 活動に力を入れ，農商連携の

体制を確立させたいと意気込んでいます！ 

旭川の農業も商業もまだ未知の可能性があります。旭川の良いも

のをまだまだ地元の人にすら発信しきれていませんし、業種の垣根

を取り払い私たち世代が元気になることで、ここ最近のなんだかわ

からない閉塞感も打破できると思います。そして，その先陣を私た

ちが切ることを目標に頑張っていきます。 

まだまだ若輩者ですが，食を通してこの街を素敵にしたい、たく

さんの笑顔を紡ぎだしたいという情熱には自信があります。好奇心

を原動力とするフットワークとネットワークで「畑からお皿まで」

の距離をどんどん縮めて行きましょう！！ 

 

（株式会社旭川アグリインダストリー 代表取締役 兼丸 邦彦）

旭川アグリインダストリーは、「アグリ＝農業」と「インダストリ

ー＝産業」が連携し，新たな経営にチャレンジした会社です。きっ

かけとなったのは，昨年２月の「旭川市農業青年の会 A2」の研修

会に市内で飲食店を経営する「ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾊﾞｰ サンチャゴ」店主 兼

丸邦彦と「ビストロカフェ ポプーレ」店主矢吹嘉崇が講師として

参加した事でした。農業青年の会A2メンバーである東旭川で農業

を営む請川幹恭と私たち２人は年齢が同じだったこともあり，意気

投合，昨年中は農業青年の会と私たちが属する買物公園平和通商店

街青年部とが交流を深め、４条買物公園通りにある「旭川屋」への

農産物の提供－調理・販売，合同イベントの開催を実施しました。

こうした活動の中で，互いにさらなる可能性を求め，「畑からお皿

まで」をコンセプトに旭川市内の若手農業者（請川幹恭）と飲食店

経営者（兼丸邦彦，矢吹嘉崇）３人が手を携えて、株式会社旭川ア

グリインダストリーを今年２月に立ち上げました。 

まず手始めに、地産地消を意識した「産直居酒屋 田宴」を同年

４月にオープンしました。漬物やチーズ、ソーセージなど市内の加

工品を探し取り入れたり、米や既存の旭川農産物はもちろんアイス

プラントやアローヘッド（レタスの一種）など，うけがわファーム

で新たに栽培にチャレンジした農産物について，直接消費者の反応

を確認できる場としても有効に活用しています。 

旭川産以外にも道内各漁港から直送された魚貝類も楽しめるの

で，観光客はもちろん、地元の方にも，旭川だけに留まらず，北海

道自慢の大地の味を堪能できるお店です。忘・新年会の予約は２５

－０２７７まで。親切な店長が「農村ライフみたよ」で上手に宴会

をコーディネートしてくれます。 

農商工連携の取組 旭川アグリインダストリー 

質問にお答えします！ 
  

 
Ａ：市内には，有人無人を含め把握している範囲で60件以上の直売 

所があります。夏には直売めぐりも楽しいですね。 
 

Ａ：きてみて農村 life は，旭川市内の図書館や公民館，直売所，道の駅などにあり

ます。インターネットでも見ることができますので御利用ください。 

Ｑ：無人の直売所をよく見かけます。 

市内には沢山あるんですか？ 
 

Ｑ：きてみて農村 life はどこに置いて 

あるの？ 



イ ベ ン ト ・ 体 験 情 報
日時 行事名 開催場所 料金・申込方法等 連絡先

11月10日（火）
　～12月8日（火）

イベント商品販売
（黒米入り寿司，卯の花など）

ＪＡ東旭川スーパー内
（東旭川北１条５丁目）

兵村味工房　　西島
080-6092-5432

11月27日～28日
10:00～16:00

野土花フェア（加工品展示販売）
（シフォンケーキ，三升漬など）

農産物直売所たいせつ
（東鷹栖１条３丁目）

たいせつ農産物直売所
57-2141

11月27日～30日
10:00～19:30

地場産品販売会
旭川西武Ｂ１食品売場
（宮下通９丁目）

兵村味工房　　西島
080-6092-5432

11月29日（日）
13:00～

漬物作り教室
“いも床”のレシピと活用法

谷口農場
（東旭川町共栄255）

電話またはメールで必ず事前申込
体験料：1,000円

38-6336（おべに）
kumiko.t@tomatofarm.co.jp

12月19日（土）
13:00～

アロマキャンドル教室
谷口農場
（東旭川町共栄255）

電話またはメールで必ず事前申込
体験料：1,200円

38-6336（おべに）
kumiko.t@tomatofarm.co.jp

1月7日（木）
13:30～16:30

親子稲わら草履作り
　※旭川市民限定

旭川市農業センター
（神居町雨紛）

こうほう旭川市民12月号掲載
61-0211
管理係　成田

1月9日（土） いちご狩りオープン
旭川いちごスノー＆ベリー
（工業団地１条２丁目）

大人1,260円，小人630円，
３歳以上420円（30分）

36-4570

1月16日（土）
13:00～

ハーブを楽しむ会
谷口農場
（東旭川町共栄255）

電話またはメールで必ず事前申込
体験料：1,000円

38-6336（おべに）
kumiko.t@tomatofarm.co.jp

2月4日（木）
13:30～16:00

ときめき隊料理教室
　※旭川市民限定

旭川市農業センター
（神居町雨紛）

こうほう旭川市民1月号掲載
61-0211
管理係　成田

2月14日（日）
13:00～

寄せ豆腐作り教室
谷口農場
（東旭川町共栄255）

電話またはメールで必ず事前申込
体験料：1,500円

38-6336（おべに）
kumiko.t@tomatofarm.co.jp

2月17日（水）
13:30～16:00

豆腐作り
　※旭川市民限定

旭川市農業センター
（神居町雨紛）

こうほう旭川市民1月号掲載
61-0211
管理係　成田

3月6日（土）
第１回 10:00～
第２回 14:00～

みそ作り教室
谷口農場
（東旭川町共栄255）

電話またはメールで必ず事前申込
体験料：1,500円

38-6336（おべに）
kumiko.t@tomatofarm.co.jp

3月24日（水）
花の苗作り講習会
　※旭川市民限定

旭川市農業センター
（神居町雨紛）

こうほう旭川市民２月号掲載
61-0211
管理係　成田

直 売 情 報
期間 施設名称 連絡先

11月中旬～
未ちゃん家
（東旭川町旭正409）

32-3602
旭正２生活改善グループ

11月末～
未ちゃん家
（東旭川町旭正409）

32-3602
旭正２生活改善グループ

12月12日（土）
　～13日（日）

旭正２生活改善グループ工場
（東旭川町旭正408）

32-3602
旭正２生活改善グループ

1月９日（土）
　～７月上旬

旭川いちごスノー＆ベリー
（工業団地１条２丁目）

36-4570
旭川いちごスノー＆ベリー

通年10:00～16:00
　定休日：月・火

農産物直売所たいせつ
（東鷹栖１条３丁目）

たいせつ農産物直売所
57-2141

　※直売・体験情報などがあればお知らせください。次号（３月下旬発行予定）で紹介させていただきます。

　※インターネットでもご覧いただけます。「きてみて農村」または「旭川市グリツリ」で検索！

地元の新鮮素材，みそ・漬物・米粉・ジャム・ジュースなどの
加工品も取りそろえております。

山わさびのたまり漬け

いちご・舞茸・なめこ直売。雑貨もあります。

おすすめ情報

ニシン漬け，大根の漬物，たくわん玄米漬け

つけもの大売り出し

　読者の皆様こんにちは。編集委員の山中です。暦も１１月に入って、いよいよ冬の訪れを感じる季節になりました。
毎回「きてみて☆農村life」を楽しみにしてくださる方が増えて、大変嬉しく思います。
　皆さんからお寄せいただいた、アンケートにもありましたが、「農村ライフはどこにおいてあるの？」とご質問を受
けておりますが、色んな所に置かせてはもらっているのですが、十分な数をそろえることは出来ずに、皆さんにご迷惑
をおかけしております。可能であればインターネットでも過去の記事なども見れますので、是非ご覧になってください
ませ。
　さて、今年を振り返るにはちょっと早いとは思いますが、今年ほど天候に悩まされた年は珍しいくらい大変でした。
なんと言っても６月７月の記録的な雨です。旭川の基幹作物のお米は大変な不作に見舞われてしまいましたし、私ども
の果樹も７月の雨でサクランボが思うような品質にならなかったり、秋も雨が多くてりんごなどの色づきが鈍かったり
実が大きく育たなかったりで苦労しました。一瞬ひやりとしましたが、台風の上陸がなかったのが不幸中の幸いでしょ
うか。
　どの農家さんも嬉しい結果にはならない年でしたが、収穫作業も終えてちょっと体を休める時期になりましたね。
　今号の内容はいかがだったでしょうか？私たち編集委員は読者の方々からのアンケートを参考に、より良い内容作り
に努めて参りたいと思いますので、ぜひ皆さんのお声を聞かせていただければと思っております。

編　　集：グリーン・ツーリズム情報紙編集
          委員
編集委員：請川幹恭・谷口紅美子・南昌次・
          山中泰典
監　　修：旭川市グリーン・ツーリズム推進
          会議

発　　行：平成２１年１１月
問 合 せ：うけがわファーム DEN-EN内
　　　　　（電話・FAX 36-2239）

●アンケートに御協力ください●
 アンケートに回答の方、抽選で５名様に旭川市内農産物詰め合わせを差し上げます！（市内限
定。発表は発送をもって代えさせて頂きます。）

アンケート項目　①本紙を読んでの感想　②やってみたい農業体験・加工体験はありますか

　　　　　　　　③今後掲載して欲しい内容

応募方法　アンケート回答，住所，氏名，電話番号を記入のうえ，ハガキでご応募ください。

　（応募先）

〒070-8207旭川市東旭川町上兵村395番地

うけがわファームDEN-EN内「きてみて☆農村life」編集委員宛

応募締切　平成２２年２月２８日（日）
※個人情報は，プレゼント発送以外に利用しません。

編 集 後 記


