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旭川市永山町 16 丁目 186    

電 話：４７-８７４１ 

http://www.uenofarm.net/ 
 

●営業時間：11:00～17:00 
（4/28～ 10:00～17:00） 

携帯電話で付近地図を
確認できます 

日々。雑誌にどんどん投稿したり，「服屋時代のノウハウ

を生かし」顧客リストを作成して「農場だより」を送った

りと地道な PR 活動が続きました。メディアの力の大きさ

を感じたのは，新聞に取り上げられ，2004 年に応募した

雑誌のガーデンコンテストに優勝してからです。一旦人の

流れが出来るとメディアで紹介される機会も増え，多くの

人が訪れるようになりました。「待っていても始まらない，

自分なりの世界観を作って発信していくことが大事」と砂

由紀さんは言います。 

上野ファームは米農家で野菜がありません。そこで近隣

の農家の人に野菜を売ってもらうことで，「見て食べて買

って楽しむ」農場のスタイルができあがりました。 

「農村にはお金で買えない環境がありますよね。法的部

分はクリアしなければなりませんが，環境を整備すること

で新しい交流が始まるんです。」 

企業とのコラボレーションによるイベント開催や企画

商品の開発，また，お客さんの言葉で新しいアイディアが

実現する事もあります。「いつも人に背中を押してもらっ

てる感じなんです」と言いつつも小さな体からはあふれ出

したパワーが見えるようです。 

まだまだ出来ていないことがある。地元のリピーターを

大事にしながら，発信し続けていきたいという砂由紀さ

ん。旭川の農村の魅力発信の牽引役ともいえそうです。 

 

「カフェは，冬には時間がある分，じっくり仕込みが出

来るので，メニューを増やしているんですよ。」とのこと。 

２月は永山産の豆を使ったトマトスープを出していま

す。それ以降も，地元の農産物を使ったメニューが登場し

ます。また，敷地内にある射的山での雪遊びや氷のオブジ

ェを作るイベントの開催など冬ならではの魅力も発信し

ています。 

春の雪解けを待ちながらゆっくりした時間をカフェで

過ごしてみてはいかがでしょうか。 
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今や年間４万人以上もの観光客が訪れ，旭川を代表する

観光地になった上野ファーム。花の季節には多くの観光客

で賑わうガーデンも，冬は白いこんもりとした雪の中で落

ち着いたたたずまいを見せています。 

上野ファームは，100 年以上前から続く米農家です。

通年営業中のカフェは，50 年前に建てられた米の備蓄倉

庫を改装したもの。当時のままという天井の古い梁に，昔

の人の米作りの様子が思わされます。 

ガーデン造成や運営の中心となって活躍する砂由紀さ

んは，札幌の大学を卒業後札幌でアパレルメーカーに就

職。「語学留学よりも技術を身につけられそうだから」と

イギリスへ渡ってガーデニングを学び，帰国後は農作業の

傍ら本格的な庭造りを始めました。 

 「もともと，うちの両親が 20 年以上前から，あぜ道に

ルピナスを植えたり，農道の脇にハーブを植えたりしてい

たんですよね。上野ファームに「魅せる農業」というスロ

ーガンがあって，目で見ても楽しいし食べても美味しい魅

力的な農場を作ろうということで，ガーデンと結びついて

いったんです。」 

ともすれば閉鎖的になりがちな農場をもっとオープン

にしたい，いろんな人に来てもらってお米の直売にも結び

つけたいと始めた庭造りでしたが，「軽トラしか通らない

所に，庭作ったからと言って人が来るんだろうか」「でも，

やれば何か始まるんじゃないか」と無心に庭造りをする 



 

 

 

 畜産農家にとって、冬は暇・・な時期ではありません。一年を通して、 

家畜の世話をする中で、体調の維持管理の上で厳しい季節です。本来の 

家畜の生活の上では、あるべき姿を、人間の都合で変更している訳です 

から尚更です。加えて、生まれ出たばかりの赤ん坊と、母豚の間では、 

快適な温度が全く違います。どこかの世界と同じく、ストレスとか性格 

により、育児放棄もしくはそれ以上の事件が起こります。 

事件、事故を未然に防ぐことが、至上命題になります。 

彼らの、生きようとする力を利用して、自分たちの｢食｣の充実に 

充てる営みの報いと言えるでしょう。 

日差しに勢いがついて、暖かな日が戻るまで気は抜けません。 

ただ、肉にとっては、比較的気楽な時期でもあります。寒いので、夏場と違って傷みにくいからです。 

冷たい肉で、手がかじかむのを除けば・・・ 

肉製品の加工には、温度と風が決定的な役割を果たします。今では、人工的な管理により、殆どの条件を作

り出すことが可能ですが、それ以上の何か・・・・・は、風土・・が、もたらすものだと思います。 

いつまでも満足出来ない・・事になるとはおもいますが・・ 

今まで、何とか繋げてきました。 

早く自分の仕事場を持ち、納得いくまで没頭してみたいものだと思います。 

 

畜 産・酪農 家の冬 

畑や田んぼが真っ白に覆われる冬，美味しいお肉や牛乳を生産する畜産・酪農家の方たちは夏と変わらず忙しく

働いています。 

    

 
すぎもとファームの冬 

冬のクリーマリー農夢 

ホームページもご覧下さい。 http://www.sugimoto-farm.com 

 牛舎に「とんとん」とナタでカボチャを切る音が響き出すと牧場に冬が訪れます。近くの農家の方が規

格外のカボチャをくださるのですが、それをナタで小さく切って朝夕の搾乳の後に牛たちに与えます。こ

れは冬の大切な栄養であり、牛たちの大好物です。 

それからまもなく雪が降り始めると放牧地がぐっと狭くなります。しかし、しばれて天気が良くなると

牛たちは太陽の光を浴びに外へ出かけていき、寒い中白い息を吐きながら気持ちよさそうにしています。

そしてそんな日、牛舎の中はバリバリに凍ってしまうので牛たちが滑って転ばないように、凍ったフンを

削るのが一苦労です。 

現在農夢では３才～１３才の５頭の乳牛を飼育していてストレス 

がたまらないように冬でも１年中外へ出て行ったり自由に歩けるよ 

うにしています。それから加工場では搾った生乳をすべて使って牛 

乳、ヨーグルト、チーズ、アイスクリームなどを製造しています。 

特に冬は寒い時期しか作れない種類のチーズをたくさん作って熟成 

させる大切な時期でもあります。この時期に作るチーズは春がやっ 

て来て暖かくなる頃食べられるようになります。 

こうして長い冬の間牛たちそしてチーズと共に春を待ち望んで過 

ごしています。  

直売所 MILK BER は，冬でも営業中です。 

営業時間：9:00～16:30 定休日：毎週水・木曜日  旭川市神居町上雨紛 539-9 電話：62-9380 

 ホームページ http://www7a.biglobe.ne.jp/~creamery-gnome/ 

          



 

  

 
こんにちは！私は動物園近くの「果実の森南果樹園」に嫁いで９年目の 

南敦子です！旦那さんは，14歳上の温厚な変わり者で，３歳になる娘が 

おります。 

今回は，農家の暮らしには，街の暮らしとはちがうこーんな素敵な日常 

があるんですよー，というのを，私の場合として発表します！ 

題して「動物と料理が大好きウキウキライフ☆」かな？ 

 現在は，ラブラドール１匹とニワトリ達がいます。その犬は，果樹園中 

一緒について歩く，愛するパートナーです。リスを追いかけ，時にはヘビと 

格闘し，玉子やりんごを盗み食いなんかもして，犬生を楽しんでいるよう 

です。ニワトリたちも，広場に放し飼いで，のほほんと穴を掘り，昼寝を 

し，安心できる玉子を返してくれます。 

 農家といえば，自家製野菜が豊富です。しかも，余る程ある，のが農家なのですね。 

 ですから，娘の喜ぶ顔など思い浮かべながら，メニューを 

あれこれと考えることになります。野菜を育ててくれる母に， 

本当に感謝なのです。 

 農家って，人間の暮らしの基本，家族愛が素晴らしいんで 

す。自給自足，スローライフなどいろんな言葉で表現されま 

すが，外から入ってくるお嫁さんこそ，一番価値を実感し， 

その暮らしを楽しめるのだと思います。 

 独身女性の方！優しい農業独身青年にどんどんアタックし 

て，あなたの夢をゲットして下さーい 

 

 
 

農山シェアー 

 

出来るシェアーをすることで，後に残す負担を小さくしたいなと考えました。 

 

１日２往復のバス（４３番 米飯線）か，自転車か，歩いてきてくれた方に， 

おやまの時間，朝食（材料費１００円），昼食（材料費２００円）を一緒に作る 

ひとときを提供したいと思います。 

 

予定の日： ３月２６日（土），４月２３日（土） 

それ以降も，毎月１回，土曜日を予定しています。 

興味がありましたら，前もっての問い合わせをお願い致します。 

 

旭川市東旭川町豊田５８７ 森のこみちファーム（小嶋） 

電話 ７６－２３３０ メール yamanoko@topaz.plala.or.jp 

 

バ ス：旭川電気軌道４３番  行き：東旭川６丁目発 7:40 帰り：豊田追分発 16:04（片道 15 分程度です） 

※バス時刻は，２月現在のものです。春にダイヤ改正があります。 

TamTamTamTam----bo bo bo bo で出会おうで出会おうで出会おうで出会おう    農業独身青年との出会い農業独身青年との出会い農業独身青年との出会い農業独身青年との出会い    

農家ダイニング Tam-bo（たんぼ）では，農業独身青年と独身女性との出会いイベントを企画中です。 

詳細は Tam-bo までお問い合わせください。 

 

★農家ダイニング Tam-bo （４条通 7 丁目） 電話：22-6916 メール：m@den-en.biz（請川） 

 

 

あさひかわ米を粉で食べよう HP ができました！旭川産米粉の紹介，米粉レシピや米粉豆知識など掲載中です。 

「あさひかわ米を粉で食べよう」で検索！ 

  http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/nougyousinkou/komeko/komekotop.html 
 



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

1月～6月下旬1月～6月下旬1月～6月下旬1月～6月下旬 いちご狩り
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，幼児420円
ニチダン旭川
36-4570

2月3日（木）2月3日（木）2月3日（木）2月3日（木）
10:30～15:3010:30～15:3010:30～15:3010:30～15:30

羊毛 手つむぎ糸作り体験
旧旭川第一中学校2階
（東旭川町米原）

2,000円  ※お弁当・飲み物などお持ちに
なってください。

福嶋
090-3395-5540

2月13日（日）2月13日（日）2月13日（日）2月13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
若者センター
73-2409

２月16日（水）２月16日（水）２月16日（水）２月16日（水）
13:30～16:3013:30～16:3013:30～16:3013:30～16:30

豆腐作り
※旭川市民限定

農業センター
（神居町雨粉）

こうほう旭川市民１月号掲載
管理係　成田
61-0211

2月19日～3月中旬2月19日～3月中旬2月19日～3月中旬2月19日～3月中旬
ぺーパンかまくら村
かまくらで楽しもう

旧旭川第一中学校
（東旭川町米原）

無料
（有）アグリテック米飯
事務所　76-3060

2月20日（日）2月20日（日）2月20日（日）2月20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
若者センター
73-2409

3月2日(水）・３日(木）3月2日(水）・３日(木）3月2日(水）・３日(木）3月2日(水）・３日(木） ひなまつりフェア
たいせつ農産物直売所
（東鷹栖１条３丁目）

57-2141

3月3日（木）3月3日（木）3月3日（木）3月3日（木）
10:30～15:3010:30～15:3010:30～15:3010:30～15:30

羊毛 手つむぎ糸作り体験
旧旭川第一中学校２階
（東旭川町米原）

2,000円  ※お弁当・飲み物などお持ちに
なってください。

福嶋
090-3395-5540

３月13日（日）３月13日（日）３月13日（日）３月13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
若者センター
73-2409

３月20日（日）３月20日（日）３月20日（日）３月20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
若者センター
73-2409

3月23日（水）3月23日（水）3月23日（水）3月23日（水）
13:30～15:0013:30～15:0013:30～15:0013:30～15:00

花の苗作り講習会
※旭川市民限定

農業センター
（神居町雨粉）

こうほう旭川市民２月号掲載
管理係　成田
61-0211

4月7日（木）4月7日（木）4月7日（木）4月7日（木）
10:30～15:3010:30～15:3010:30～15:3010:30～15:30

羊毛 手つむぎ糸作り体験
旧旭川第一中学校2階
（東旭川町米原）

2,000円  ※お弁当・飲み物などお持ちに
なってください。

福嶋
090-3395-5540

毎月土日開催毎月土日開催毎月土日開催毎月土日開催 スノーモービル乗車体験
旧旭川第一中学校
（東旭川町米原）

500円
（有）アグリテック米飯
事務所　76-3060

直 売 情 報
期間 施設名称 場所 おすすめ情報など 連絡先

1月8日～6月下旬1月8日～6月下旬1月8日～6月下旬1月8日～6月下旬 旭川いちごスノー＆ベリー 工業団地１条２丁目
いちご量り売り，いちごグッズ特売　※情
報紙を見た方，オリジナルキーホルダープ
レゼント

36-4570

2月12日～14日2月12日～14日2月12日～14日2月12日～14日 直売カフェMoo 西神楽1線17号
落花生つかみどり，100円パン　※情報
紙を見た方はチョコラスクプレゼント

75-3469

3月3日3月3日3月3日3月3日 直売カフェMoo 西神楽1線17号 さくらぱん，さくらもち，うぐいすもち他 75-3469

～雪溶けまで～雪溶けまで～雪溶けまで～雪溶けまで 未ちゃん家 東旭川町旭正409
山わさびたまり漬他　各種漬物
※情報紙を見て来られた方，5%サービス
します。

32-3602

　※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（４月下旬発行予定）で紹介させていただきます。

きてみて農村ライフの読者の皆様こんにちは。編集委員の山中です。いつもご愛読ありがとうございます♪
早いもので新年も明けて一ヶ月が過ぎてしまいましたね。年末年始は最近に無いくらい極端に少ない積雪で、「どこでこのしわ寄せが

来るのかな？」と思っていたら、１月中旬に入り毎日大量の雪で一気に平年並みの積雪になってしまいました。一日に何度も雪かきをす
る日が続きましたね。
さて、昨年を振り返ってみますと、昨年も農業にとっても大変な年でした。といいましてもここ数年、なんらかの異常気象などで、自

然相手の農業にとって厳しい環境を突きつけられている状態なのですが、昨年も例外ではありませんでした。なんといっても異常な猛暑、
私は果樹園を経営しているのですが、果実の肥大期に連日の真夏日のために、玉伸びがせずに全体的に小玉傾向になってしまいました。
これは北海道に限らずりんご産地の中心である青森や長野でも同じで、小玉や着色不良のために流通量が2～3割少なく、そのためにお
店での価格も高騰しておりました。また、サクランボでは開花期の5月中下旬頃に高湿度で収穫期の7月も雨が多く高温多湿になってし
まった為に、病気の発生が著しく、産地によっては一粒も収穫できずに、22年産のサクランボを全て廃棄した所もあったくらいでした。
幸いなことに旭川のサクランボ園は他産地に比べ、生産者の努力により最小限の被害に抑えることができました。
農業情勢でも不景気の煽りやTPP交渉など、農業を取り巻く環境も益々厳しい状況になっていってしまう事も危惧しています。ただ、

どんな状況になろうとも私たち農家は安全で良質な農産物をお客様に提供するというもっとも基本的なことを遵守しつつ、これからも楽

しい農業、やりがいのある農業を営んで行きたいと思います。
今年もきてみて農村ライフを通じて、農村のいろんな情報やイベント、農家の思いなどをお知らせできればなと思っておりますので、

これからも宜しくお願い致します。

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２３年２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名様に農産品詰め合わせ

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

●●●● 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 ●●●●
毎回，こーんな感じのプレゼントを差し上げてます♪毎回，こーんな感じのプレゼントを差し上げてます♪毎回，こーんな感じのプレゼントを差し上げてます♪毎回，こーんな感じのプレゼントを差し上げてます♪

山中果樹園の

ジュース・ジャム

夢民村のお米「あや」南果樹園のりんご，うけがわ

ファームの米粉・おぼろづき

編編編編 集集集集 後後後後 記記記記


