
 

 

南果樹園は，市内から車で約 20 分，旭山動物園からは

徒歩でも行ける場所に位置しています。動物園前から続く

道道を右折し，木の生い茂る道を行くと，「果実の森 南果

樹園」の看板が。山の斜面と木々に囲まれた空間は，まさ

に果実の森という名前にぴったりの場所です。倉庫を改装

して作られた直売所とカフェからは，今まさに色づいてい

るりんごや，春には花を咲かせるさくらんぼの木も見え

て，時間を忘れていつまでも過ごしたくなる心地よい空気

が流れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

園主の南昌次さんは，大学卒業後サラリーマン勤務を経

て平成３年に家を継ぐ形で就農しました。旭川市民農業大

学の学生受入やこの情報紙の編集委員など都市と農村の

交流を積極的に行っています。 

果樹園では，7 月初旬からさくらんぼ，そしてハスカッ

プ，ブルーベリーと続き，８月に入るとプラム，プルーン。

9 月にはぶどう，りんご，なしと次々に様々な果物を見る

ことができます。りんごは何と 50 種類も栽培されている

そうです。 

「直売所では完熟のものを出してますから，これが本物の

味だって自信を持って勧められますよ。」 

りんごは，きれいに色をつけるため，実の全体が日に当

たるよう葉っぱを取ったり，手で実の一つ一つの向きを調

整したり，きめ細かな手入れが欠かせません。 
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～都市農村交流に取り組む農業者を紹介します～～都市農村交流に取り組む農業者を紹介します～～都市農村交流に取り組む農業者を紹介します～～都市農村交流に取り組む農業者を紹介します～    

果実の森果実の森果実の森果実の森    南果樹園南果樹園南果樹園南果樹園    ・・・・    マンナマンナマンナマンナ    

～ご案内～～ご案内～～ご案内～～ご案内～    

果実の森果実の森果実の森果実の森    南果樹園南果樹園南果樹園南果樹園    

旭川市東旭川町倉沼１５５    

電 話：３６-３８６０ 

http://www.h4.dion.ne.jp/~kaju373/ 
 

●営業時間：10:00～18:00 携帯電話で付近地図を
確認できます 

 

「うちではやってませんが，ふじりんごなどは袋をかぶせ

て一時的に日光を遮断し再度日に当てることで，きれいな

赤色がつくんです。味は袋をかけない方が甘くて美味しい

んですけどね。『サンふじ』とか『サンつがる』とか，売

っているでしょ？あれは品種名でなく，袋をかけずに日光

に当てた「ふじ」「つがる」のことなんです。」と南さん。

「昔はうちも袋かけをやっていたんですよ。」と見せてい

ただいたのは，カフェ内の壁です。かつて袋かけ作業のた

めに青森から出稼ぎに来ていた人たちが，今はカフェとな

った倉庫の壁に白墨で袋の枚数を記録していました。見て

いると果樹園の作業や昔の人たちの様子が浮かんでくる

ようです。 

カフェ「マンナ」では，季節の果物のパイを毎日焼き上

げています。カフェのパイやケーキには道産小麦の全粒粉

と果樹園の果物や野菜を食べて育った鶏の卵が使われて

います。「有機栽培にこだわった森のコーヒーもお勧めで

すよ」と奥さんの敦子さん。マンナにはシャワーも備え付

けられており，４名程度まで宿泊も可能です。 

「果樹の中でゆっくりくつろげる場があればいいなって

昔から思っていたんです。構想 20 年ですね（笑）これか

ら冬ですけど，冬も自然の中の景色がいいんですよね。冬

に泊まってもらって，森を散策したりっていうのも，楽し

いかなと思うんですよ。動物園からも近いですしね。」 

お勧めのりんごは何ですか？との問いに， 

「通向けはハックナインやショナゴールド，紅玉は酸味が

強いのでお菓子に最高，旭という古い品種はカナダ原産な

んですが，英語ではマッキントッシュと言うんですよ。あ

のパソコンのマッキントッシュです。」 

などなど，次々と出てくる果物のお話と，たまーに飛び出

すだじゃれも楽しい南さん。深まる秋の森の中で，園主の

うんちくを聞きながらりんご園をめぐり，カフェでのんび

り，という過ごし方はいかがでしょうか。 
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秋秋ののくくだだももののをを食食べべにに出出かかけけよようう！！  

 果樹園名果樹園名果樹園名果樹園名    住住住住    所所所所    電電電電    話話話話    営業時間営業時間営業時間営業時間    くだもの種類くだもの種類くだもの種類くだもの種類    

① ふじくらますも果樹園 神居町神居古潭 72-2262 8:00～日没 プルーン，なし，ぶどう，りんご 

② 林果樹園 神居町神居古潭中央 72-2248 9:00～17:00 プルーン，なし，りんご 

③ 水澤果樹園 神居町神居古潭 62-6 72-2125 問い合わせ プルーン，なし，りんご 

④ 二階ファミリー果樹園 神居町西丘２ 72-2145 7:00～18:00 プルーン，なし，ぶどう，りんご 

⑤ 山中果樹園 神居町西丘 147 72-2457 7:00～17:00 プルーン，りんご 

⑥ 岡林果樹園 神居町西丘 191-1 72-2441 問い合わせ りんご 

⑦ 近澤果樹園 神居町西丘１ 72-2443 8:00～18:00 なし，りんご 

⑧ 河田果樹園 神居町富沢４ 62-6233 8:00～18:00 なし，りんご 

⑨ 果実の森 南果樹園 東旭川町倉沼 155-1 36-3860 10:00～18:00 プルーン，なし，ぶどう，りんご 

 

秋のくだものシーズン 

※時期はおおよその目安です。果樹園によって

異なる場合がありますので，ご了承ください。 

猛暑だった旭川も一変、急に秋の季節になりました。秋の味覚の果

物も収穫が本格的に始まりましたよ。 

是非、みなさまに秋を楽しむために、果樹農家さんを訪れてほしい

と思います。そこで果樹園での楽しみ方を少しお話ししたいと思いま

す。 

まずはなんと言っても、たわわに実った果物と自然の景色を全身で

味わっていただきたいです。なかなか普段目にすることはないですか

らね。 

果樹園を訪れられた、お客様は皆さん感動されますよ。それと、時

期によって楽しめる果物が変わるので何度訪れても飽きないです。品

種の違いが味の違いでもあるので、そこも楽しんでほしいなとおもい

ます。 

他にもいろんな楽しみ方があると思いますので、是非皆様自身の楽

しみ方を見つけて、果樹園を身近に感じてほしいと思います。（山中） 

 

① ふじくらますも果樹園 

② 林果樹園 
③ 水沢果樹園 

④ 二階ファミリー果樹園 

⑤ 山中果樹園 
⑥ 岡林果樹園 

⑦ 近澤果樹園 

 

⑧ 河田果樹園 

⑨ 南果樹園 

 １０月１０月１０月１０月    １１月１１月１１月１１月    

     

りんご ● ● ● ● ● 

ぶどう ● ● ●   

プルーン ●     

なし ● ● ● ● ● 
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農村探検隊バスツアー体験記 

２０１０年 旭川の今年のお米は！？ 

 

 

 

9 月 12 日に，グリーン・ツーリズム施設情報マップ「農村探検隊３」の掲載施設を巡るバス

ツアーが開催されました。参加した方から体験記をいただきましたのでご紹介します！ 

♪今回のツアーコース♪ 

うけがわファームうけがわファームうけがわファームうけがわファーム DENDENDENDEN----ENENENEN→フ→フ→フ→フードスタジオ石山農園→未ちゃん家→まっかなトマト→南果樹園→発信ードスタジオ石山農園→未ちゃん家→まっかなトマト→南果樹園→発信ードスタジオ石山農園→未ちゃん家→まっかなトマト→南果樹園→発信ードスタジオ石山農園→未ちゃん家→まっかなトマト→南果樹園→発信    

ランド桜岡→高倉農場アトリエランド桜岡→高倉農場アトリエランド桜岡→高倉農場アトリエランド桜岡→高倉農場アトリエ haremiharemiharemiharemi→古屋農園→米飯舎→養蚕民家→ファーム・カントリー・ロード→古屋農園→米飯舎→養蚕民家→ファーム・カントリー・ロード→古屋農園→米飯舎→養蚕民家→ファーム・カントリー・ロード→古屋農園→米飯舎→養蚕民家→ファーム・カントリー・ロード    

 

9 月の秋晴れの日曜日，バスツアーに参加しました。 

旭川は広くて個人ではちょっと行けない奥の方まで連れていってもらい，大満

足の一日でした。体験記という事で書かせていただきます。 

まず，収穫の忙しい時におじゃまして，聞かせてもらったコメントで，自然を

相手に試行錯誤して，安心・安全に野菜やお米を育てている農家さんが多いこと

に素敵で感動してしまいました。どこで買っても同じと思っていたので…。作る

人の想いが入っている事，参加してすごく勉強になりました。 

そして，ず～っと直売所へ行きたいと思っている私の想いも書かせていただき

ます。それは，ガソリン代をかけてでも，行ってしまう直売所を！！たとえばお

米１年分予約すると，じゃがいも堀りができるとか，ポイントがたまるとミニト

マト食べ放題とか，好きな野菜詰め放題とか，新しい野菜・旬の野菜の試食会の

案内がもらえるとか，春・夏・秋と自慢の作物をアピールして食べされてくれる，

個性的なお店があれば，私も楽しく直売所へ行きたくなると思うんです。 

今年の新米のお味はどうなんでしょうか？？なんて考えてる皆さん，おいしい

作品に出会える直売所へ買い物袋を持って出かけてみましょうよ！とっても楽し

みな気持ちになりますよ＾̬^ 

 

（斉藤みどり） 

「農村探検隊３」は，こちらでご覧いただけます！「農村探検隊３」は，こちらでご覧いただけます！「農村探検隊３」は，こちらでご覧いただけます！「農村探検隊３」は，こちらでご覧いただけます！    

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/nousei/gurituri/ 

tanken/tanken.htm 

 

 

新米の季節ですね。そこで今年のお米の出来につい

て，旭川市内農協連絡会議の山本会長に伺いました。 

 

旭川を含む上川地方は北海道随一の米どころです。気

温が高かった今年は豊作だろうと生産者も期待してい

ました。ところが実際には，春先の低温の影響で，田植

え後 6 月頃に稲の成長が止まり，そこに夏の暑さが急

に来たので，茎が弱く倒れやすくなったり，分けつ（茎

が分かれること）もしませんでした。稲は茎ごとに穂が

付くので，分けつしないと収量が落ちます。 

高温のせいで「いもち病」が発生したり，米の内側が

白くなる障害も出ています。これまで冷害の経験はあっ

ても，高温障害というのは，まず無い事ですね。 

ただ，今年は気温が高かったので，米に含まれるアミ

ロースが低くなり，粘りがあってうま味もあるんです。

もちもちしたご飯が好きな人には今年の米は特に美味

しいかもしれません。 

話題の「ゆめぴりか」ですが， 

やはり美味しいですよね。試食会 

で「コシヒカリ」と食べ比べたと 

きも，「ゆめぴりか」は圧倒的に 

評価が高い。他の米に比べて，見 

た目が白いし，味も良いということで「コンテスト美人」

と言われています。 

昨年は，「ゆめぴりか」の基準である，たんぱく値6.8

以下に合う米が少なくて，単品で食べる事の出来た方は

殆どいないのではないでしょうか。今年は基準内と基準

外を分別集荷しており「ゆめぴりか」として販売する予

定で食味試験などを重ねています。 

今年こそは，ブレンドしていない「ゆめぴりか」を多

くの方に食べていただけると思います。 

（インタビュー日：10 月 1 日） 

 



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

～10月15日（金）～10月15日（金）～10月15日（金）～10月15日（金） ぶどう狩り
南果樹園

（東旭川町倉沼１５５）

大人900円，小学生700円，幼児500

円
36-3860

10月15日（金）10月15日（金）10月15日（金）10月15日（金）

13:30～15:3013:30～15:3013:30～15:3013:30～15:30

米粉を使ったおやつ作り

※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９月号掲載

61-0211

管理係　成田

10月12日（火），17日10月12日（火），17日10月12日（火），17日10月12日（火），17日

（日），24日（日）（日），24日（日）（日），24日（日）（日），24日（日）

そば打ち体験会

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

～10月20日（水）～10月20日（水）～10月20日（水）～10月20日（水） りんご狩り
水沢果樹園

（神居町神居古潭62）
72-2125

10月24日（日）10月24日（日）10月24日（日）10月24日（日）

10:00～15:0010:00～15:0010:00～15:0010:00～15:00
収穫感謝祭

豊田僻地保育所

（東旭川町豊田）

参加無料（園児によるお遊戯会，昼食は

新米おにぎりと豚汁のサービス。午後は

農産物セリ販売で売り上げは全額共同募

金に）

76-2311

豊田市民委員会　森定

～10月31日（日）～10月31日（日）～10月31日（日）～10月31日（日） りんごもぎとり体験
南果樹園

（東旭川町倉沼１５５）

300円

※りんご１個サービス
36-3860

10月中旬10月中旬10月中旬10月中旬 秋の収穫祭
たいせつ農産物直売所

（東鷹栖１条３丁目）
57-2141

11月5日（金）11月5日（金）11月5日（金）11月5日（金）

13:30～15:3013:30～15:3013:30～15:3013:30～15:30

家庭果樹剪定講習会

※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10月号掲載

61-0211

管理係　成田

11月7日（日），16日11月7日（日），16日11月7日（日），16日11月7日（日），16日

（火），28日（日）（火），28日（日）（火），28日（日）（火），28日（日）

そば打ち体験会

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

11月11日（木）11月11日（木）11月11日（木）11月11日（木）

13:30～16:3013:30～16:3013:30～16:3013:30～16:30

漬け物作り

※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10月号掲載

61-0211

管理係　成田

11月17日（水）～1911月17日（水）～1911月17日（水）～1911月17日（水）～19

（金）9:30～12:30（金）9:30～12:30（金）9:30～12:30（金）9:30～12:30

麹から作る味噌作り（全３回講

座）※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10月号掲載

61-0211

管理係　成田

11月中旬11月中旬11月中旬11月中旬 野土花フェア（農産加工品）
たいせつ農産物直売所

（東鷹栖１条３丁目）
57-2141

12月5日（日），12日12月5日（日），12日12月5日（日），12日12月5日（日），12日

（日），21日（火）（日），21日（火）（日），21日（火）（日），21日（火）

そば打ち体験会

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

12月中旬12月中旬12月中旬12月中旬
大感謝祭

（つきたておもち試食会）

たいせつ農産物直売所

（東鷹栖１条３丁目）
57-2141

直 売 情 報

期間 施設名称 場所 おすすめ情報など 連絡先

10月～　月曜定休10月～　月曜定休10月～　月曜定休10月～　月曜定休

10:00～18:0010:00～18:0010:00～18:0010:00～18:00
たいせつ農産物直売所 東鷹栖１条３丁目

つけもの用野菜をそろえております

（大根・白菜・キャベツなど）
57-2141

通年通年通年通年 直売カフェMuu 西神楽1線17号

季節ごとに旬の野菜を購入できることに

加え，そのお野菜やお米を使ったメ

ニューをカフェで味わうこともできま

す。

75-3469

10月1日～31日10月1日～31日10月1日～31日10月1日～31日

（月・木曜日定休日）（月・木曜日定休日）（月・木曜日定休日）（月・木曜日定休日）
フードスタジオ石山農園 東旭川町忠別859-10 新米・秋野菜 090-7644-8141

～10月　7:30～8:00～10月　7:30～8:00～10月　7:30～8:00～10月　7:30～8:00

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

10月～11月中旬10月～11月中旬10月～11月中旬10月～11月中旬 果実の森　南果樹園 東旭川町倉沼155

りんご・ぶどう・梨の直売のほか，カ

フェで果物のパイやケーキを味わいなが

らくつろいでください。

36-3860

～10月31日～10月31日～10月31日～10月31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

～12月30日～12月30日～12月30日～12月30日 屯田の里 永山町16丁目98
秋の漬物にむけ，美味こうじがおすすめ

情報紙を見た方は値段の１割引
48-8681　目黒

～12月末まで～12月末まで～12月末まで～12月末まで 水澤果樹園 神居町神居古潭62 りんご，梨，プルーン直売 72-2125

～12月30日～12月30日～12月30日～12月30日 近澤果樹園 神居町西丘196-2
りんご狩りあり　サービスあり

鯉つり無料（さお持参）
72-2443

10月末まで10月末まで10月末まで10月末まで 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

～12月上旬～12月上旬～12月上旬～12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

通年通年通年通年 農産物直売所あさがお 永山2条19丁目
新鮮野菜の充実。神楽店もオープンして

います。
48-7590

　※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（12月下旬発行予定）で紹介させていただきます。

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２２年１０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１１月３０日（火）

※個人情報は，プレゼント発送以外に利用しません。

編編編編 集集集集 後後後後 記記記記●●●● アンケートに御協力くださいアンケートに御協力くださいアンケートに御協力くださいアンケートに御協力ください ●●●●

緑の山里も紅葉が始まり，すっかり衣替えを迎える日も近づいている
このごろです。新米の炊きたての香り，新ジャガのカレー，果汁たっ

ぷりのジューシーな果物等々。何と言っても食欲にまさる秋はありま
せんね。「百聞は一見にしかず」読者の皆さんもぜひ，ぜひこの時期
に農村に出かけてみてはいかがでしょう。農家さんご自慢の隠れた逸

品に出会うこと請け合いです。 （南）

 


