
夢民村の「あや」というお米は手間をかけている分，

決して安くはありませんが，それを理解し，買い支えて

くれる人たちがいます。「そういう人たちがいるから，今

ここまでやって来れた。」と島さんは言います。消費者が

手に取るのは，どうしても安価なもの。生産者を理解し

て，直接応援してくれる人を増やしながら，観光・輸出

など様々な可能性を考えるなど，収益を上げて行かなけ

れば農業後継者を育てることが出来ない，日本の農業は

無くなってしまう，という危機感がそこにはあります。

島さんの願いは，夢民村の構成員がきちんと暮らしてい

けるように，という一見当たり前にも思える事です。し

かし，それを今の農業で実現させるには大きなエネルギ

ーが必要なのです。 

新しいお店は，お客さんの声を直接聞ける場所，農業

を発信できる場所として楽しみな存在です。 

店長の秀太さんは，「友達がやっている店に遊びに来る

ような感覚で来てほしいですよね」と言います。「ぜひお

しゃべりをしてってほしいなと思っていて（笑）。今日オ

ススメの野菜とか，美味しい食べ方とか，実はそうだっ

たんだ，という話もできるので，ぜひ声をかけてほしい

です。農家の人にもお客さんの話をすると，『じゃあ，が

んばるか』ってなりますし。将来は農業体験をうちの農

場でやって，ここで料理して出せたらいいなって。自分

で作るつらさと大変さ，楽しさと美味しさが分かれば，

もっともっと農業を知って貰えるかなと。それができた

ら最高だなあと思って。」 

「忙しいながらも充実している」と生き生きと語る秀

太さん。お客さんの一言からも新しいアイディアが次々

生まれてきています。 

熱い思いの生産者とつながる楽しい直売カフェに，お

しゃべりしに出かけてみませんか？ 
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旭川市西神楽 1 線 17 号     

電 話：７５-３４６９ 

 
●定休日：水曜日 
●営業時間：10:00～18:00 

携帯電話で付近地図を
確認できます 

今回は，市内から美瑛方向へ大雪山・十勝岳連峰を眺

めながら車で約 30 分，国道 237 号線沿いにこの春オ

ープンした夢民村（むうみんむら）の直営店「直売カフ

ェＭｕｕ（ムー）」さんにおじゃましました。 

内部には地域の新鮮な野菜やお米，加工品や焼きたて

パン工房がある直売所とカフェが併設されていて，親し

みやすくおしゃれな雰囲気です。 

西神楽夢民村は平成６年頃から西神楽地域の農家が

集まり，平成 13 年に法人化した農業生産法人です。設

立当初から田植えや芋ほり，直売など都市との交流事業

を積極的に行ってきました。設立は，「何で農産物価格

がどんどん下がっていくのか，僕ら農家は何をしなきゃ

いけないんだ」という将来に対する強い危機感，もっと

消費者に近づきたいという思いからでした。 

一般的に農産物は農家から農協，市場，卸売り，小売

りを経て消費者に届きます。農家は消費者が何を求めて

いるのかが見えないまま，生産・出荷する場合がほとん

どです。 

「都市との交流をする前は，施策に乗って規格に合っ

た物を沢山とれればいいっていう考えだったけど，それ

は違うって気付かされた。」と代表の島さんは言います。 

それを最も感じたのは，夢民村生産の酒米を使い，市

内の酒蔵，居酒屋と共同で日本酒を造った時でした。当

時，一般的に酒米は窒素肥料を大量に与えて収量を取る

方法が取られていましたが，それにより酒造りに不向き

なたんぱくの含有率が上がってしまいます。 

「僕らは直接最初から作る人と売る人と一緒になって

作ってるから，普通よりたんぱくを下げて作ってる。量

取れれば農家はお金入るからいいんだけど，それで結局

は北海道の米は使いづらい，という結果になったら意味

ないしょ。やっぱりそこに信頼関係が無いと。」 

  

  

 



 

②カミーライフ 東旭川町旭正 電話電話電話電話：：：：３２３２３２３２－－－－６６６６６６６６６６６６６６６６ 
トマト１㎏ 420 円。農薬は一切使っていません。 
 

③谷口農場 東旭川町共栄 255 電話電話電話電話：：：：３８３８３８３８－－－－６３３６６３３６６３３６６３３６    
有機栽培トマト１㎏ 420 円。その他収穫体験もあります。 
 

④西島農園 東旭川町豊田 15-8 電話電話電話電話・・・・FAXFAXFAXFAX：：：：３６３６３６３６－－－－３８６７３８６７３８６７３８６７ 
トマト１㎏ 300 円，時期によって，なす，玉ねぎもあります。 
 

⑤Farm Country Road 東旭川町瑞穂 1578-1（福島） 
 電話電話電話電話・・・・FAXFAXFAXFAX：：：：７６７６７６７６－－－－２６６１２６６１２６６１２６６１ 

トマト 100g100 円，ズッキーニ１本 100 円，時期によって，なす， 

きゅうり，にんにくもあります。 

①榊原常人農場 神居町上雨紛 56-3 電話電話電話電話・・・・ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：６２６２６２６２－－－－６０１０６０１０６０１０６０１０    
きゅうり１本 30 円，トマト１㎏ 380 円，いちご 100g50 円，エンドウ豆 100ｇ80 円， 

なすび，枝豆，とうきびも有。 

今年も地場の食材を使った飲食販売や生産者直販で米野菜、果物などの販

売を行う「たいせつマルシェ２０１０」が６月２７日から買物公園アッシュ

前で開催される。開催日は７月１８日・８月１日・８月２２日・９月５日・

９月２６日となっており、１０時から１６時まで行われます。３年目となる

今年は、すぎもとファームの手づくりソーセージやその場で揚げる米粉の揚

げパン、うけがわファーム直営店ルーラル・ディッシュの料理や・野菜ソム

リエの資格を取った村田農園の美味しいトマトジュースを提供してくれる

など、市内の野菜、果樹、稲作、畜産など手がける農家のほか、菓子店、飲

食店、学校、など旭川や近郊の魅力的な美味しい物がたくさん並ぶ買物公園

の市場となっております。大雪の自然が育んだ食の魅力がいっぱいのマルシ

ェに、是非、足を運んで下さい。      （実行委員長 市川範之） 

 

 

７ 月 ８ 月 ９ 月 １ ０ 月 
 

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 
もぎとりできる 

農園 

ト マ ト ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ①②③④⑤ 

とうもろこし   ○ ○ ◎ ◎       ①⑥ 

な す     ◎ ◎ ◎      ①④⑤ 

ズッキーニ  ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎    ⑤ 

きゅうり   ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎     ①⑤ 

 
★時期は各農園によって異なります。また，天候によっても前後します。詳しくは各農園にお問い合せください。★ 

 

旭川市内には，車をちょっと走らすだけで野菜もぎとり体験ができる農場が沢山あります。この夏は，

農家さんが丹精込めて育て，自分で採った野菜を味わいに出かけてみませんか？ 

⑥香川農園 西神楽２線 11 号 電話電話電話電話：：：：７５７５７５７５－－－－３５８７３５８７３５８７３５８７ 
とうもろこし１本 100 円もぎとりは応相談（7:00～18:00） 

 

 

 

東旭川 

西神楽 

たいせつたいせつたいせつたいせつマルシェマルシェマルシェマルシェ２０１０２０１０２０１０２０１０開催開催開催開催    

 

 

 

 

 

 

上雨紛 

 

 

たのしい！ おいしい！ 

野菜もぎとり農園  に行ってみよう 



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

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519-1）

要予約
畠山
63-6955

7777月月月月4444日日日日（（（（日日日日））））
10101010::::30303030～～～～16161616::::00000000

おふくろの味・甲子園
旭川発信ランド桜岡
（東旭川町桜岡35-3）

大人500円，小人300円 37-1113

7777月月月月11111111日日日日（（（（日日日日）））） そば打ち体験会
若者センター
（江丹別町中央）

こうほう旭川市民参照 73-2409

7777月月月月14141414日日日日（（（（水水水水））））
13131313::::30303030～～～～15151515::::30303030

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））））
10101010::::00000000～～～～15151515::::00000000のののの間間間間

夏休み子ども手作り体験
（ストラップ・壁掛け）

米飯舎（旧第一中学校）内
（東旭川町米原517）

1,000円（材料費含む）
福島090-3395-5540
大島090-6445-6307

7777月月月月25252525日日日日（（（（日日日日））））
10101010::::00000000～～～～15151515::::00000000

花菜里ランドフェスタ2010
旭川市農業センター
（神居町雨紛）

61-0211

7777月月月月25252525日日日日（（（（日日日日）））） ソーセージ体験会
若者センター
（江丹別町中央）

こうほう旭川市民参照 73-2409

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）

自由参加
畠山
63-6955

7777月月月月31313131日日日日（（（（土土土土），），），），8888月月月月1111日日日日
（（（（日日日日））））

「旬の新鮮野菜がいっぱいだ」
フェア

たいせつ農産物直売所
（東鷹栖１条３丁目）

57-2141

7777月月月月31313131日日日日（（（（土土土土）～）～）～）～8888月月月月8888日日日日
（（（（日日日日））））

大根植付体験
農場直売店まっかなトマト
（東旭川町共栄255）

電話・店頭で申込
1,200円

38-6336

7777月下旬月下旬月下旬月下旬～～～～8888月下旬頃月下旬頃月下旬頃月下旬頃 とうきびもぎとり体験
香川農園
（西神楽2線11号）

電話・ファックスで申込
75-3587
香川君子

8888月月月月1111日日日日（（（（日日日日）））） 東旭川農業祭
東旭川農協
（東旭川南１条５丁目）

営農課36-2115

8888月月月月4444日日日日（（（（水水水水））））5555日日日日（（（（木木木木））））
13131313::::30303030～～～～16161616::::00000000

子どもアイスクリーム＆生キャ
ラメル作り※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７月号掲載
61-0211
管理係　成田

8888月月月月6666日日日日（（（（金金金金））））
10101010::::00000000～～～～15151515::::00000000のののの間間間間

夏休み子ども手作り体験
染色（毛糸・ハンカチーフ）

米飯舎（旧第一中学校）内
（東旭川町米原517）

1,000円（材料費含む）
福島090-3395-5540
大島090-6445-6307

8888月月月月8888日日日日（（（（日日日日）））） そば打ち体験会
若者センター
（江丹別町中央）

こうほう旭川市民参照 73-2409

8888月月月月10101010日日日日（（（（火火火火））））
10101010::::00000000～～～～15151515::::00000000のののの間間間間

夏休み子ども手作り体験　織物
（小マット・コースター等）

米飯舎（旧第一中学校）内
（東旭川町米原517）

1,000円（材料費含む）
福島090-3395-5540
大島090-6445-6307

8888月月月月24242424日日日日（（（（火火火火））））25252525日日日日（（（（水水水水））））
13131313::::30303030～～～～16161616::::30303030

トマトジュース作り
※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７月号掲載
61-0211
管理係　成田

8888月月月月27272727日日日日（（（（金金金金））））
10101010::::00000000～～～～15151515::::00000000のののの間間間間

手織体験
（マット・コースター）

米飯舎（旧第一中学校）内
（東旭川町米原517）

2,000円（材料費含む）
福島090-3395-5540
大島090-6445-6307

8888月月月月29292929日日日日（（（（日日日日）））） ソーセージ体験会
若者センター
（江丹別町中央）

こうほう旭川市民参照 73-2409

8888月中旬頃月中旬頃月中旬頃月中旬頃～～～～ とうもろこし収穫体験
農場直売店まっかなトマト
（東旭川町共栄255）

電話・店頭で申込
1,800円

38-6336

8888月下旬頃月下旬頃月下旬頃月下旬頃～～～～
かぼちゃ収穫体験
枝豆収穫体験

農場直売店まっかなトマト
（東旭川町共栄255）

電話・店頭で申込
各1,800円

38-6336

9999月月月月5555日日日日（（（（日日日日）））） トマトジュース体験会
若者センター
（江丹別町中央）

こうほう旭川市民参照 73-2409

9999月月月月5555日日日日（（（（日日日日）））） 大雪の恵み収穫祭
谷口農場
（東旭川町共栄255）

抽選券前売チケット1,000円 34-6699

９９９９月上旬頃月上旬頃月上旬頃月上旬頃～～～～ じゃがいも収穫体験
農場直売店まっかなトマト
（東旭川町共栄255）

電話・店頭で申込
1,800円

38-6336

９９９９月月月月10101010日日日日（（（（金金金金））））
10101010::::00000000～～～～15151515::::00000000のののの間間間間

染色体験
米飯舎（旧第一中学校）内
（東旭川町米原517）

2,000円（材料費含む）
福島090-3395-5540
大島090-6445-6307

9999月月月月12121212日日日日（（（（日日日日）））） トマトジュース体験会
若者センター
（江丹別町中央）

こうほう旭川市民参照 73-2409

9999月月月月15151515日日日日（（（（水水水水））））
13131313::::30303030～～～～15151515::::30303030

家庭菜園講習会（家庭菜園の土
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８月号掲載
61-0211
管理係　成田

9999月月月月23232323日日日日（（（（木木木木・・・・祝祝祝祝）））） こたんまつり
神居古潭吊り橋渡って旧駅
舎

増茂　72-2262

9999月月月月24242424日日日日（（（（金金金金））））
10101010::::00000000～～～～15151515::::00000000のののの間間間間

羊毛糸つむぎ
米飯舎（旧第一中学校）内
（東旭川町米原517）

2,000円（材料費含む）
福島090-3395-5540
大島090-6445-6307

９９９９月中旬月中旬月中旬月中旬 オープン１周年記念フェア
たいせつ農産物直売所
（東鷹栖１条３丁目）

57-2141

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
福島
090-3395-5540



 くだもの狩り情 報
期間 果樹園名称・場所 内容 料金など 連絡先

7777月月月月10101010日日日日～～～～25252525日日日日
ふじくらますも果樹園
（神居町神居古潭）

さくらんぼ狩り
雨よけハウスで雨天も大丈夫で
す。情報紙を見た方は，小学生以
上800円のところ700円。

72-2262

7777月月月月11111111日日日日～～～～8888月上旬月上旬月上旬月上旬
山中果樹園
（神居町西丘147-1）

さくらんぼ狩り
中学生以上1,000円，小学生以上
600円，１歳～小学生未満300円

72-2457

7777月上旬月上旬月上旬月上旬～～～～7777月末月末月末月末
河田果樹園
（神居町富沢423）

さくらんぼ狩り 大人800円，小人600円 62-6233

7777月上旬月上旬月上旬月上旬～～～～8888月上旬月上旬月上旬月上旬
水澤果樹園
（神居町神居古潭）

さくらんぼ狩り 大人900円，小人500円 72-2125

7777月上旬月上旬月上旬月上旬～～～～8888月上旬月上旬月上旬月上旬
近澤果樹園
（神居町西丘196-2）

さくらんぼ狩り

大人800円，小人400円，３歳未
満無料（休憩所あり，池で鯉つれ
ます。要釣り竿）多少のサービス
があります。

72-2443

7777月上旬月上旬月上旬月上旬～～～～8888月上旬月上旬月上旬月上旬
南果樹園
（東旭川町倉沼155）

さくらんぼ狩り
大人1,000円，小学生700円，幼
児500円

36-3860

８８８８月中旬月中旬月中旬月中旬～～～～10101010月月月月
アロニアの里ピルカノ
（神居町富沢519-1）

アロニア収穫体験 １㎏当たり800円（予定） 畠山　63-6955

9999月中旬月中旬月中旬月中旬～～～～10101010月上旬月上旬月上旬月上旬
南果樹園
（東旭川町倉沼155）

ぶどう狩り 詳細未定 36-3860

直 売 情 報
期間 施設名称 場所 おすすめ情報など 連絡先

６６６６月月月月～　～　～　～　月曜定休月曜定休月曜定休月曜定休
10101010::::00000000～～～～18181818::::00000000

たいせつ農産物直売所 東鷹栖１条３丁目 新鮮野菜がいっぱい 57-2141

6666月月月月～～～～8888月月月月　　　　7777::::00000000～～～～8888::::00000000
9999月月月月～～～～10101010月月月月　　　　7777::::30303030～～～～8888::::00000000
毎週土曜日毎週土曜日毎週土曜日毎週土曜日

ひまわりの会朝市
西神楽南１条２丁目ＪＡ東
神楽西神楽支店前駐車場

野菜本来の美味しさを追求した新
鮮野菜をご提供しております

ひまわりの会　稲葉紀子
74-2419

６６６６月下旬月下旬月下旬月下旬～～～～10101010月月月月31313131日日日日 農場直売店まっかなトマト 東旭川町共栄255
トマトもぎとり１㎏/420円（税
込），情報紙を見た方へ米袋のリ
サイクルバッグプレゼント

38-6336

7777月月月月1111日日日日～～～～10101010月月月月31313131日日日日 ファームカントリーロード 東旭川町瑞穂1578-1 ミディ・トマト　平飼いの卵 090-3395-5540

7777月月月月3333日日日日（（（（土土土土）～）～）～）～
9999月月月月18181818日日日日（（（（土土土土））））毎週土曜日毎週土曜日毎週土曜日毎週土曜日

まいど！朝市 ７条買物公園 朝もぎ野菜の直売
旭川商工会議所ＴＭＯ
22-8411

7777月中旬月中旬月中旬月中旬～～～～9999月末月末月末月末　　　　月曜定休月曜定休月曜定休月曜定休
11111111::::00000000～～～～15151515::::30303030

たいせつ農産物直売所支店
東鷹栖７線18号（ＪＡた
いせつ農業倉庫田んぼアー

田んぼアート横に直売所支店オー
プン

57-2141

7777月下旬月下旬月下旬月下旬～～～～8888月下旬頃月下旬頃月下旬頃月下旬頃 香川農園 西神楽2線11号
野菜・とうきび・メロン・トマト
直売。とうきび・メロンは地方発
送もするよ

75-3587

7777月月月月～～～～11111111月月月月 南果樹園 東旭川町倉沼155

7月：サクランボ，ブルーベリー
8月上旬：プラム
８月中旬～９月末：プルーン
９月上旬～11月上旬：りんご・ぶ
どう・なし

36-3860

７７７７月月月月18181818日日日日・・・・８８８８月月月月１１１１日日日日・・・・８８８８月月月月
22222222日日日日・・・・９９９９月月月月５５５５日日日日・・・・９９９９月月月月26262626日日日日
（（（（全全全全てててて日曜日日曜日日曜日日曜日））））

たいせつマルシェ 買物公園 農産加工品，旬の漬物，野菜 実行委員　市川

9999月月月月までまでまでまで毎週日曜日毎週日曜日毎週日曜日毎週日曜日
7777::::30303030～～～～8888::::30303030

地場産朝市
ひまわりの会　稲葉紀子
74-2419

10101010月初旬月初旬月初旬月初旬までまでまでまで 軽トラック市 48-6713

10101010月末月末月末月末までまでまでまで アロニアの里ピルカノ直売所 神居町富沢519-1 アロニア，朝どり新鮮野菜 63-6955

9999月中旬月中旬月中旬月中旬～～～～12121212月上旬月上旬月上旬月上旬 河田果樹園 神居町富沢423（観音台） なし・りんご20品種 62-6233

～～～～12121212月下旬月下旬月下旬月下旬 榊原農場 神居町上雨紛56-3 お客様自身でのもぎとり 62-6010

　※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！地図も見ることができます。
　※直売・体験情報などがあればお知らせください。次号（９月下旬発行予定）で紹介させていただきます。

15:00～15:30　永山７条４丁目せせらぎｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
16:00～16:30　永山６条15丁目　市営住宅駐車場

地場産ｾﾝﾀｰ駐車場又はアリーナ側（神楽４条6丁目）

なんだか最近忙しすぎて、全部中途半端になってる請川です。
こんな事じゃいけないと思いつつ・・・・・・考えてもしょう
がないので、頑張ります。で今年の農作業は、暑いとにかく暑
かった。暖かければ作物は良く育ちますが、暑さにも限界があ
るのです。田んぼではもう稲穂が・・・・・
駄目なんです、早すぎます。暑くてもダメ寒くてもダメ何事も
ほどほど良いのです。農家難しい・・・・これが今年のテーマ
です。

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２２年７月
問 合 せ：うけがわファーム DEN-EN内（電話・FAX 36-2239）

 アンケートに回答の方、抽選で５名様に農産物詰め合わせ
セットを差し上げます！（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８月３１日（火）
※個人情報は，プレゼント発送以外に利用しません。

編 集 後 記編 集 後 記編 集 後 記編 集 後 記
● ● ● ● 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 ●●●●


