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旭川市東旭川町忠別 859-10     

電 話：３４-１９０７ 
●営業期間：６月下旬～１０月上旬 

（稲刈り時期を除く） 
●定休日：火・水・木 
●営業時間：10:00～17:30 

未ちゃん家 
            旭川市東旭川町旭正 409 

            電 話：３２－３６０２ 

 

●営業時間：9:00～17:00 

●定休日：月曜日 

旭川産大豆で木の桶・かまどで

作ったお味噌は懐かしい味！南

蛮の辛さが刺激的な三条漬みよ

しちゃんと，ピリ辛味噌はこれで

ご飯が何杯も。 

 

☆☆☆☆ 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 

  

  

  

旭川駅前から１条通りを東川方面へ、車で 20 分ほど走

ると、右手の木陰に白と青のコントラストの建物が現れま

す。石山淳子さんは、作り手の気持ちを伝えたいと昨年、

農産物直売所兼レストラン「Food Studio 石山農園」を

オープンさせました。 

石山さんは、大雪山を一望できるこの土地で生活し、作

物を育てる仕事をすることを「とても幸せ」と言います。 

「疲れていても、綺麗で真っ白い山や田んぼや景色を見て

いると、がんばろうって思える。私自身が癒されるんだっ

たら、都会で疲れた人は、きっともっと癒されるんだろう

なあって思うんですよね。」 

美しい農村の景観を守るためにも「農家って楽しい」と

思って、農家になってくれる人がもっと増えてほしいと願

っています。 

石山農園では、以前から軒先でとうもろこしの直売や地

方発送をやっていました。しばらく中断していた時期にも

毎年「今はもう無いんですか？」と訪ねてくる人がいて、

「食べるものは人を引き付けるんだなあ」ということを実

感します。 

「お客さんが『おいしかった』って言ってくれると、いい

ものを出したいと思ってがんばれるし、待っててくれる人

がいると思うと、種蒔きでも一つ一つ思いを込めて蒔きた

いなあって思うんですよね。」 

 ここを通して伝えたいのは、農家の楽しみ、そして食べ

ることの大切さです。 

石山さん自身、独身時代は洋食中心の生活でしたが結

婚してからは食生活が和食に一変。さらに義父母が作る

新鮮な野菜の味に衝撃を受けました。 

「私、ワゴンで売ってる冷凍とうきびでも『美味しいよ

ね』って食べる人だったの。でも、ばあちゃんの作った

とうきびは、それこそ、びっくりした！トマトも全然違

うし。」 

また、農村女性の学習組織である旭川農村婦人大学で、

素材や食を大事にする人たちに出会ったことも刺激にな

り、食生活を変えなければと強く感じるようになります。 

「私自身カップ麺も食べてたけど、やっぱり本物の味は

やめられないよねって伝えたい。ちゃんとしていなかっ

た自分に反省しながら、食の大切さや楽しさを、自然体

で共有していきたい」と考えています。 

「私は半分農業者で半分主婦」という石山さんは「家事

も、農業も両方できた方が楽しい」と言います。自分で

農作業手順を組み立てたり、お金をかけずに景観を良く

する工夫をしたり、小さくても心地よいものに囲まれて

生活したり…。石山さんのそんな日々の積み重ねが「幸

せ」と言える原動力になっているように思われました。 

「人の親交の輪がここで広がっていけばいいと思うんで

す。その輪の中で大好きな人がいっぱい出来るといいな

って。だから人が来る仕掛けを沢山していきたい。」 

 直売所・レストランは、6 月下旬にオープンします。

気軽に旬の野菜を味わいに行ってみませんか？ 



 

 

 

春春春ののの果果果樹樹樹園園園ははは、、、花花花いいいっっっぱぱぱいいい   

5 月といえば、お花見の季節。でも、花は桜だけじゃありません。桜を見終わったら、

こんな可憐な花たちに会いに、果樹園を訪れてみてはいかがでしょう？ 

花が終わった 7 月には、各園でさくらんぼなど果物狩りも始まりますよ。 

河田果樹園（神居町雨紛） 

さくらんぼ 

南観光果樹園（東旭川町倉沼） 

りんご、なし、プラム、ブルーベリーなど 

  

 

 

 

 
 

 

 

果樹園の並ぶ果樹園街道 

神居町神居古潭、西丘 

さくらんぼ、りんご、なしなど 

5 月中旬 なしの花(南果樹園) 5 月中旬 さくらんぼの花(神居古潭) 

６月上旬 ブルーベリーの花(南果樹園) ５月下旬 りんごの花(南果樹園) 

農家のみそが食べたい！ 
美味しいみそが食べたい！しかも原料から旭川産の手作りみそが！そこで，みその食べ比べをしてみました。農家の皆さんが自家

製大豆で心を込めてつくったお味噌は，安全安心はもちろん，どこか暖かなほっとする味。皆さんも，好みの味を探してみては？ 

 

谷口農場のこめみそ 

 

 

ゆきわみそ（黒大豆） 兵村味噌 

永山屯田味噌 和（なごみ）味噌 

豆の味が分かるね。 

まろやかで飽きが来な

い味だね。 

ちょっと酸味があるよ。 

しょう油の様な味もす

る。 

やわらかい甘みと

香りがあるね。 

他に比べると塩味

が強くない感じ。 

そのままでも食べ

られそう。 

それぞれ味に個性と深みがあり，やはり市販の味噌とは違う味わいでした。全て美味しかったです（試食参加者）。 

※感想は，あくまでも食べ比べをした者の主観に基づいたものですので，御了承ください。 

自然なコクと甘みがある

よ。 

しょう油に似た味がする。 

あっさりしていて飽きが

来ないね。 

まごころみそ 

 

まっかなトマト（東旭川町共栄） 旭川地場産センター（神楽 4-6），あさがお（永

山 2-19），未ちゃん家（東旭川町旭正） 
※青大豆，利尻昆布入りもあります。 

Ａコープ東旭川（東旭川町北 1-5），ホク
レンショップ北部店・豊岡店 ほか 

旭川地場産センター（神楽 4-6）， 
あさがお（永山 2-19） 

たいせつ農産物直売所（東鷹栖 1-3） 
ホクレンショップ北部店・豊岡店 

あさがお（永山 2-19） 

 

後味にふわっとお酒

の様な香りがするね。 

やわらかくて，すっき

りしているよ。 

まろやかな味だね。 

コクと深みがあるか

ら，お肉やお魚の味噌

漬けをしたら美味し

そう。 

料理に合いそうだよ。 

 

み そ 汁 に す る

と，上品な香り

と味がするよ。 

ちょっと酸味が

あるね。 



直 売 情 報
期間 施設名称 連絡先

～５月中旬
未ちゃん家
（東旭川町旭正409）

未ちゃん家
32-3602

3/27～5月:土日営業
５月～:水曜定休

農村カフェ　Ｍｕｕ
（西神楽１線16号）

夢民村
75-6033

4月下旬～12月下旬
榊原農場
（神居町上雨紛56-3）

62-6010

4月末～
たいせつ農産物直売所
（東鷹栖１条３丁目）

たいせつ農産物直売所
57-2141

4月末～10月末
アロニアの里ピルカノ直売所
（神居町富沢519-1）

アロニアの里ピルカノ　畠山
63-6955

5月1日（土）～10
月31日（日）

農場直売店「まっかなトマト」
（東旭川町共栄255）

38-6336

5月下旬～6月下旬
旭川市農業センター
（神居町雨紛）

JAあさひかわ（農業センター
内）61-0211

6月上旬～
ソフトクリームのくら
（神居町富沢278-2）

62-6202

６月末～10月初旬
毎週木曜日

軽トラック市
（永山方面，右記参照）

矢萩
48-6713

野菜販売。無・低農薬有機堆肥。秋にはお米を安く販売。
７月7日，10年記念で先着100名にソフトクリーム無料。

とりたて野菜。
・15:00～15:30　ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑせせらぎ（永山7条4丁目）
・16:00～16:30　市営住宅駐車場（永山6条15丁目）

初物葉菜類（ほうれん草など）入荷

朝採り新鮮野菜を提供。
通年でアロニア（完熟）冷凍貯蔵品販売。

野菜や花，ハーブ苗の販売。５月中旬からはアスパラも。
5/1～5/5はご来店サービスとしてトマトゼリーや米粉のス
イーツプレゼント。

農産加工品・地場産野菜等

おすすめ情報

山わさびたまり漬け，うま味噌販売。糀・加工品販売

お客様自身でのもぎ取り

　

　私は水田農家で生まれ育ちました。実家は後継者に恵まれず，撤退して現在はもうありません。家畜とふれ合い，走りま
わり，大声を出して遊んだ田畑。勿論家の手伝いもあったけど，そんな自分の原点ともいえる実家が無くなって，まるで
根っこが抜けたようで，どうやっても心の穴は埋まりません。「農村life」に出会った時，ただ嬉しかった。隅から隅まで４
ページ何度も読みましたよ。
　まわりを見ていると，都市部の人たちは，虫のいい話ですが農家に親せきが欲しいと考えていると思います。昔は農家が
忙しい時期には親せきが集まってきて手伝いました。先ず農家が栄えて，地元の商店が栄えて，サラリーマンも潤うという
安定した時代はどこへ行ったのか。

　がんばっている農家さんの話，又書いてください。天気予報を見ながら，稲やいもの作柄が気になる71歳でございます。

豊岡のＩさんからいただいたおたよりを紹介します。他にも沢山のおたよりをいただ
きました。ありがとうございました。

　昨年から始めた田んぼのオーナー今年も募集します。昨年は初めての企画だったので、参加者の皆様にはご迷
惑をかけた事もあったと思いますが、この企画は続ける事に意義があると思い、去年の反省を活かして楽しく
やっていきたいと思います。
　今年は田んぼのオーナーだけではなく、オプションで畑でも農業体験をしてもらおうと考えています（まだ詳
細は決まっていませんが・・・）
　去年同様参加費は一組２０，０００円です。参加費に含まれる物はお米（玄米で３０キロ、精米は２７キロに
減ります）季節の野菜セット２回分です。事前にオーナー説明会を４月中旬に予定しています。一回目の農業体
験日は５月２３予定の田植え体験からです。その他にも楽しい企画を考えているのでぜひ参加下さい。募集定員
は２０組を予定しています。

　申し込みはメールかファックスで願いします。
　メール　m@den-en.biz
　FAX  0166-36-2239
　不明な点の質問やお問い合わせは携帯090-6211-0863へお願いします。

農村探検隊 農村探検隊 農村探検隊 農村探検隊 ３３３３・・・・あさひかわあさひかわあさひかわあさひかわ地産地消地産地消地産地消地産地消ガイドガイドガイドガイド　　　　発行発行発行発行

おたよりを紹介します

　市内の農作業体験施設や直売所・レストランを紹介した「農村探検隊３」と、旭川の
美味しい情報がたくさん詰まった「あさひかわ地産地消ガイド」が発行になりました！
　地図も付いていますので、ドライブがてら市内の農家さんを巡ってみてはいかがで
しょうか。
　農村探検隊３は、市内図書館，観光施設や市の情報センターで入手できます。または
旭川市農政課（２５－７４１７）まで御連絡いただければ差し上げます。
　あさひかわ地産地消ガイドは、希望者に差し上げています。詳細は旭川市農業振興課
（２５－７４３８）まで御連絡ください。

う け が わ フ ァ ー ム D E N - E N か ら の お 知 ら せ

「農村探検隊」はＨＰにもアップ予定！

旭川農村探検隊３
あさひかわ

地産地消ガイド
旭川市グリーン・ツーリズム 検 索

　今年もやります！！！田田田田んぼのんぼのんぼのんぼのオーナーオーナーオーナーオーナー



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

4444月月月月24242424日日日日（（（（土土土土））））
10:00～15:00

手織体験
米飯舎（旧旭川第一中）
（東旭川町米原）

電話で申込
2,000円（材料費込）

HAND WEVER'S CLUB 福島
090-3395-5540

4444月月月月25252525日日日日（（（（日日日日））））
10:00～

サラダコンテナ作り教室
（株）谷口農場
（東旭川町共栄255）

電話で必ず事前申込
体験料：1,200円

（株）谷口農場　おべに
38-6336

5555月月月月1111日日日日（（（（土土土土）～）～）～）～
5555日日日日（（（（水水水水））））10:00～

じゃがいも植え付け体験
かぼちゃ植え付け体験

（株）谷口農場
（東旭川町共栄255）

電話で必ず事前申込
体験料：1,500円

（株）谷口農場　おべに
38-6336

5555月月月月9999日日日日（（（（日日日日））））
10:00～11:30

家庭菜園講習会（安全・安心な野
菜づくり）※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4月号掲載
61-0211
管理係　成田

5555月月月月15151515日日日日（（（（土土土土）～）～）～）～
30303030日日日日（（（（日日日日））））10:00～

とうもろこし植え付け体験
（株）谷口農場
（東旭川町共栄255）

電話で必ず事前申込
体験料：1,500円

（株）谷口農場　おべに
38-6336

5555月月月月22222222日日日日（（（（土土土土））））
10:00～15:00

羊毛糸つむぎ
米飯舎（旧旭川第一中）
（東旭川町米原）

電話で申込
2,000円（材料費込）

HAND WEVER'S CLUB 福島
090-3395-5540

5555月月月月22222222日日日日（（（（土土土土）～）～）～）～
6666月月月月6666日日日日（（（（日日日日））））
10:00～

枝豆植え付け体験
（株）谷口農場
（東旭川町共栄255）

電話で必ず事前申込
体験料：1,500円

（株）谷口農場　おべに
38-6336

5555月月月月23232323日日日日（（（（日日日日））））
10:00～

田植え体験
（株）谷口農場
（東旭川町共栄255）

電話で必ず事前申込
体験料：2,300円

（株）谷口農場　おべに
38-6336

5555月月月月29292929日日日日（（（（土土土土）～）～）～）～
6666月月月月6666日日日日（（（（日日日日））））
10:00～

トマト植え付け体験
（株）谷口農場
（東旭川町共栄255）

電話で必ず事前申込
体験料：1,800円

（株）谷口農場　おべに
38-6336

6666月月月月8888日日日日（（（（火火火火））））
13:30～15:30

フラワーガイドと野菜の寄せ植え
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5月号掲載
61-0211
管理係　成田

6666月月月月13131313日日日日（（（（日日日日））））
10:00～15:00

いなかーにばる
ぴあふる岩山
（東旭川町豊田296）

一般自由参加。午前中はレクリ
エーション，午後からはバーベ
キューで楽しく１日を過ごすイベ
ントです。

豊田市民委員会・ぴあふる岩
山
76-2112

6666月月月月17171717日日日日（（（（木木木木））））
13:30～16:30

モッツァレラチーズ作り
※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5月号掲載
61-0211
管理係　成田

６６６６月中旬月中旬月中旬月中旬
たいせつ農産物直売所
田んぼアート支店オープン記念

たいせつ農産物直売所
57-2141

6666月月月月26262626日日日日（（（（土土土土））））
10:00～15:00

羊原毛，手糸　染色体験
米飯舎（旧旭川第一中）
（東旭川町米原）

電話で申込
2,000円（材料費込）

HAND WEVER'S CLUB 福島
090-3395-5540

6666月月月月27272727日日日日（（（（日日日日））））
10:00～12:00

家庭菜園講習会（野菜の病害虫防
除と夏の管理）※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6月号掲載
61-0211
管理係　成田

6666月月月月～～～～7777月月月月 新鮮直採り体験
アロニアの里ピルカノ
（神居町富沢）

要予約
アロニアの里ピルカノ　畠山
63-6955

7777月上旬月上旬月上旬月上旬～～～～7777月末月末月末月末 サクランボ狩
河田果樹園
（神居町富沢423）

大人800円，子ども600円
河田
62-6233

7777月月月月14141414日日日日（（（（水水水水））））
13:30～15:30

家庭菜園講習会（秋まき野菜づく
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6月号掲載
61-0211
管理係　成田

7777月月月月24242424日日日日（（（（土土土土））））
10:00～15:00

夏休み子供手づくり体験
米飯舎（旧旭川第一中）
（東旭川町米原）

電話で申込
1,000円（材料費込）

HAND WEVER'S CLUB 福島
090-3395-5540

７７７７月月月月25252525日日日日（（（（日日日日）））） 富沢フェスタ「２０１０」
カムイの杜公園
（神居町富沢）

畠山
63-6955

毎月第毎月第毎月第毎月第４４４４土曜日土曜日土曜日土曜日 米飯織り体験会
米飯舎（旧旭川第一中）
（東旭川町米原）

電話で申込
HAND WEVER'S CLUB 福島
090-3395-5540

毎月毎月毎月毎月（こうほう旭川
市民参照）

そば打ち体験会
江丹別若者センター
（江丹別町中央）

電話で予約
体験料：1,000円

若者センター
73-2409

毎月毎月毎月毎月（こうほう旭川
市民参照）

ソーセージ体験会
江丹別若者センター
（江丹別町中央）

電話で予約
体験料：1,500円

若者センター
73-2409

　※直売・体験情報などがあればお知らせください。次号（６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！

農産物直売所たいせつ（東鷹栖１条３丁目）
直売所支店（田んぼアート）（東鷹栖7線18号）

　少しずつ春が訪れ始めた今日この頃、いかがお過ごしです
か？
編集委員のおべにです。
　私たち農業者は、雪解けとともに一気に忙しない日々が始
まります。谷口農場でもハウストマトの栽培、お米の芽だ
し、種まき準備が始まりました。
　農業は自然相手の職人仕事。特に近年は予期せぬ異常気象
に振り回され、時には大損害となることも…。そんな大変な
思いまでして、どうして農業を続けるの？ってよく言われる
のですが、お客様の「おいしい！」の声が、たまらなく嬉し
いのです。だから頑張っちゃうんです(^-^)。
　今年も安心安全な農産物はもちろん、この情報紙では旬な
情報を皆様にお届け致しますのでどうぞお楽しみに～☆。

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２２年３月
問 合 せ：うけがわファーム DEN-EN内（電話・FAX 36-2239）

●●●●アンケートアンケートアンケートアンケートにににに御協力御協力御協力御協力くださいくださいくださいください●●●●
 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・特に良かった記事
              　②やってみたい農業体験・加工体験

　　　　　　　　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５月３０日（日）

編 集 後 記編 集 後 記編 集 後 記編 集 後 記


