
　今回のピックアップは、惣菜・塩（えん）むすびで注目を浴
びている「アトリエ　haremi」さんのご紹介です。お忙しい中
時間をいただき、取材に伺ってきました♪
　旭川市内から旭山動物園通り（９条通り）を旭山に向かい、
途中道道瑞穂旭川停車場線から「２１世紀の森」方向へ進む
と、旭山の麓に広がる田園の中にアトリエharemiがあります。
　到着すると工房前でharemiさんこと高倉晴美さんとご主人の
お二人が笑顔いっぱいで迎えてくださいました。さっそく、工
房の中でお話を聞かせていただくことに・・・。最初、haremi
さんにお話を伺うはずだったのですが、同席してくださったご
主人との会話に夢中になってしまい、肝心のharemiさんへの取
材を一瞬忘れてしまっていました（笑）
　なんとか、本題に戻してharemiさんからお話を伺うことがで
きました。
　いただいた名刺の肩書きにもあるのですが、現在「農業栄養
士」として活躍中のharemiさん。アトリエharemiのはじまり
は４０歳の時に栄養士の資格を取得されて、その資格を生かせ
る仕事がしたいということでした。
　まずは自家野菜を基本に惣菜を作って、それを販売車に改良
した軽ワゴンで移動販売を開始。その後、ご自宅がお米農家と
いうこともあり、平成２０年の秋頃から新しい商品として、
「塩むすび」の販売を始められました。使っているお米はご主
人と丹精込めて育てた「ななつぼし」。塩むすびには、「なな
つぼし」がもっとも適しているそうです。お米の炊き方にはと
てもこだわっていて、文化鍋を使って炊くことや、その年のお
米の出来具合にあわせて水の加減や仕込みの時間を試行錯誤し
て変えています。また、お米本来のおいしさを楽しんでもらう
ために、あえて具を入れないシンプルなおむすびにしていま
す。
　現在の販売方法は移動販売を休止して、旭川空港やおいしい
倉庫旭川、旭川合同庁舎・上川合同庁舎売店などの店頭で販売
していて、おむすびは月、水、金曜日、惣菜は火曜日に販売し
ているそうです。ひとつひとつ愛情込めて握ったおむすびなの
で数に限りがあり、売り切れご免となっています。「一人でも
多くのお客様に食べてもらうために、たくさん作りたいんだけ
ど、配達もしなきゃならないから、今が精一杯なんですよね」
とharemiさん。今後は配達員を雇って、おむすびや惣菜を料理
する方に集中したいと語ってくれました。

　惣菜などの移動販売をスタートしたときは、調理をするため
だけの工房でしたが、見学者の方々やharemiさんに会いたくて
訪れるお客様が増えてきたことや、野外で行われていた料理教
室が雨天を心配しながら開催していたことなどが重なって、
「いっそのこと、お客様のくつろぎの空間を作ろう」と決心
し、平成22年10月に工房を増改築してアトリエを始めまし
た。
　料理教室は定期的ではありませんが、外部からの依頼などで
行っているそうで、様子を伺うと参加者同士の交流や楽しそう
な雰囲気が溢れ出てきていました♪開催情報などはharemiさん
のブログで発表予定なので、要チェックですね！
　最後に今後の抱負を聞いてみました。
「野菜畑も充実させていきたいのですが、管理作業という仕事
が増えてしまって、目指しているゆとりある生活から逆行して
しまうし、やりたいことはたくさんあるけど、忙しさとゆとり
のバランスを取っていきたい」と。もう一つ「将来的にはアト
リエを米飯地区にたくさんの人々が訪れる為の拠点にしたい」
とおっしゃっていました。その他にも大きな「野望？」がある
ようでしたが、発表はまだ先のようです（笑）今後の展開がと
ても楽しみですね。
　もしかしたら、読者の方で気付かれた方がいらっしゃるので
はないかと思うのですが、ロゴにあるキャラクターの「ブタさ
ん」。どういう所以でブタさんになったのでしょう。気になり
ますよね？お聞きしたところ「これが私の農業に関わる原点な
のかもしれません」とのこと。はて？？気になる方はぜひ、ア
トリエharemiを訪れて、エピソードを聞いてみてください。
　伺った日は忙しい時期で、また天気が良かったので、取材時
間は30分程度と予定していたのですが、楽しい会話が弾んで
しまい、また居心地のいいご夫婦の雰囲気についつい長居して
しまい、気付くと２時間近くもお邪魔してしまいました。知ら
ず知らずのうちにお客様が訪れるようになってきた理由が分
かったような気がします。
　今後のアトリエharemiさんの展開が非常に楽しみです。皆様
もぜひ、haremiさんの塩むすびをお試しくださいね(^o^)/
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旭川市東旭川町豊田78－2
電 話：0166－76－2052
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■くだもの狩り情報■くだもの狩り情報■くだもの狩り情報■くだもの狩り情報

夏はくだもの狩りや農作業体験などのイベントが盛りだくさん！！

もぎたてのくだものをその場で味わったり，農村でのいろいろなイベントに参加して楽しい休日を過ごしましょ～！！

◇米粉の味噌ポタージュ◇米粉の味噌ポタージュ◇米粉の味噌ポタージュ◇米粉の味噌ポタージュ（ホッケつみれ入り）（ホッケつみれ入り）（ホッケつみれ入り）（ホッケつみれ入り）

材料 ４人分

（つみれ）

牛乳 ３２０ｃｃ ホッケ ２４０ｇ

昆布だし汁 ２８０ｇ 卵 １個

人参 ２００ｇ 米粉 ２０ｇ

ぶなしめじ １２０ｇ 生姜 少々

長ネギ ４０ｇ 食塩 少々

大根の葉 少々

味噌 ４０ｇ

生姜 ひとかけ

油 適宜

食塩 適宜

コショウ 適宜

米粉 適宜

①昆布だし汁を作る。

②ホッケは包丁でたたいて細かくする。卵、米粉、おろした生姜、食塩を合わせ粘りが出るまで混ぜる。

③ホッケつみれは沸騰したお湯に入れて浮いてきたらざるにあけておく。

④人参はお好みに切る。ぶなしめじは石づきを取り小ぶさに分ける。長ネギは小口切りにする。生姜はみじん切りにする。

⑤鍋に生姜と油を入れて弱火で香りが出るまで炒める。

⑥人参を入れ中火にしてよく炒める。ぶなしめじも入れる。

⑦よく炒めたら①の昆布だし汁と③のつみれを入れる。

⑧沸騰したらアクを取って火が通ってきたら牛乳を入れる。

⑨ふつふつしてきたら味噌を入れる。お好みで塩コショウで味付け、米粉でとろみ付けをしてください。

⑩器に盛ったらお好みでネギ、大根の葉をかけてお召し上がり下さい。

料理レシピの紹介

ピックアップでご紹介したアトリエｈａｒｅｍｉさんから，おすすめレシピを教えていただきました。
ぜひ挑戦してみてください♪

大きくて真っ赤に実ったさくらんぼ。おいしそ～♪

旭川いちご旭川いちご旭川いちご旭川いちご スノー＆ベリースノー＆ベリースノー＆ベリースノー＆ベリー（工業団地1条2丁目1番14号）

●いちご狩り●いちご狩り●いちご狩り●いちご狩り
期間 1月～6月下旬
料金 大人1,260円，小人630円，幼児420円
問合せ ニチダン旭川 36-4570

MAP

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（東旭川町倉沼155）

●さくらんぼ狩り●さくらんぼ狩り●さくらんぼ狩り●さくらんぼ狩り
期間 7月1日～7月下旬
料金 大人1,000円，小人800円，幼児600円
問合せ 36-3860

MAP

近澤果樹園近澤果樹園近澤果樹園近澤果樹園（神居町西丘196-2）

●さくらんぼ狩り●さくらんぼ狩り●さくらんぼ狩り●さくらんぼ狩り
期間 7月上旬～7月下旬
料金 大人（中学生以上）800円，小人400円，

幼児 無料
問合せ 72-2443

MAP
●さくらんぼ狩り●さくらんぼ狩り●さくらんぼ狩り●さくらんぼ狩り
期間 7月上旬～7月末
料金 大人800円，小人600円
問合せ 62-6233

河田果樹園河田果樹園河田果樹園河田果樹園（神居町富沢423）

MAP

夏夏夏夏はイベントイベントイベントイベントがいっぱい！！

意外と味噌と牛乳の相性が抜群！！さ

らにつみれがより一層味を引き立ててくれ

ます。おいしいですよ～♪



■イベント・体験情報■イベント・体験情報■イベント・体験情報■イベント・体験情報

ファームファームファームファーム カントリーロードカントリーロードカントリーロードカントリーロード（東旭川町瑞穂1578-1）

●ミディ・トマトもぎとり体験●ミディ・トマトもぎとり体験●ミディ・トマトもぎとり体験●ミディ・トマトもぎとり体験
日時 7月下旬～10月下旬

●にんにく収穫体験●にんにく収穫体験●にんにく収穫体験●にんにく収穫体験
日時 7月中旬頃（お問い合わせください）
料金・申込方法等 お問い合わせください。
問合せ 福嶋76-2661 又は 090-3395-5540

MAP

カムイの杜公園カムイの杜公園カムイの杜公園カムイの杜公園（神居町富沢）

●富沢フェスタ’１１●富沢フェスタ’１１●富沢フェスタ’１１●富沢フェスタ’１１
日時 7月24日（日） 11:00～15:00

料金 自由参加
問合せ 畠山 63-6955

MAP

たいせつ農産物直売所たいせつ農産物直売所たいせつ農産物直売所たいせつ農産物直売所（東鷹栖1条3丁目）

●「田んぼアート完成記念」フェア●「田んぼアート完成記念」フェア●「田んぼアート完成記念」フェア●「田んぼアート完成記念」フェア
日時 6月中旬

●「田んぼアート支店●「田んぼアート支店●「田んぼアート支店●「田んぼアート支店OPEN記念」フェア記念」フェア記念」フェア記念」フェア
日時 7月2日（土），3日（日）
問合せ 57-2141

MAP

HAND WEAVER'S CLUB

（東旭川町米原 旧旭川第一中学校【米飯舎】内）

●羊毛てつむぎ講座●羊毛てつむぎ講座●羊毛てつむぎ講座●羊毛てつむぎ講座
日時 5～8月の毎週 金・土 10:00～15:00

料金 2,000円

●手織●手織●手織●手織
日時 5～8月の毎週 金・土 10:00～15:00

料金 2,000円

●染色●染色●染色●染色 羊毛羊毛羊毛羊毛 レインボー染レインボー染レインボー染レインボー染
日時 6月8日（水），7月6日（水） 10:00～15:00

料金 3,000円
問合せ 090-3395-5540 福嶋又は 090-6445-6307 大嶋

（電話で予約）（電話で予約）（電話で予約）（電話で予約）

MAP

若者センター若者センター若者センター若者センター（江丹別中央）

●そば打ち体験会●そば打ち体験会●そば打ち体験会●そば打ち体験会
日時 6月5日（日），7月10日（日）

●ソーセージ体験会●ソーセージ体験会●ソーセージ体験会●ソーセージ体験会
日時 6月19日（日）
料金・申込方法等 こうほう旭川市民参照
問合せ 73-2409

MAP

農業センター農業センター農業センター農業センター（神居町雨紛）

●モッツァレラチーズ作り●モッツァレラチーズ作り●モッツァレラチーズ作り●モッツァレラチーズ作り
日時 6月9日（木） 13:30～16:30

●フラワーガイドと家庭菜園はじめて講座●フラワーガイドと家庭菜園はじめて講座●フラワーガイドと家庭菜園はじめて講座●フラワーガイドと家庭菜園はじめて講座
日時 6月15日（水） 13:30～15:30

●家庭菜園講習会（野菜の病害虫防除と夏の管理）●家庭菜園講習会（野菜の病害虫防除と夏の管理）●家庭菜園講習会（野菜の病害虫防除と夏の管理）●家庭菜園講習会（野菜の病害虫防除と夏の管理）
日時 6月26日（日） 10:00～12:00

●家庭菜園講習会（秋まき野菜づくり）●家庭菜園講習会（秋まき野菜づくり）●家庭菜園講習会（秋まき野菜づくり）●家庭菜園講習会（秋まき野菜づくり）
日時 7月12日（火） 13:30～15:30

料金・申込方法等 旭川市民限定。詳細はこうほう旭川市民を
ご覧ください。

問合せ 管理係 成田 61-0211

MAP

荒川牧場荒川牧場荒川牧場荒川牧場（江丹別町拓北582-4）

●オープンファーム●オープンファーム●オープンファーム●オープンファーム
日時 8月6日（土）～8日（月）
料金 無料
問合せ 73-2107

MAP

チーズ作り体験。チーズ好きにはたまりません！

直売店直売店直売店直売店 まっかなトマトまっかなトマトまっかなトマトまっかなトマト（東旭川町共栄255）

●野菜植え付け体験（枝豆，かぼちゃ，とうもろこし，トマト）●野菜植え付け体験（枝豆，かぼちゃ，とうもろこし，トマト）●野菜植え付け体験（枝豆，かぼちゃ，とうもろこし，トマト）●野菜植え付け体験（枝豆，かぼちゃ，とうもろこし，トマト）
日時 6月4日（土），5日（日） 午前の部 10時

午後の部 14時
料金 各1,575円
問合せ 38-6336（電話で予約）（電話で予約）（電話で予約）（電話で予約）

MAP

みんなうまく植えられるかな～。

羊毛体験の様子。鮮やかな色合いできれいですね～。

もりねっともりねっともりねっともりねっと
（東旭川町米原 旧旭川第一中学校【米飯舎】内）

●やまもりまつり●やまもりまつり●やまもりまつり●やまもりまつり in ペーパンペーパンペーパンペーパン
日時 7月9日（土） 10:00～16:00

内容 木の細工作り，チェーンソー世界チャンピオンに
よるチェーンソーアート実演，もみの木からアロマ
オイルを蒸留実演販売，ジンギスカンとペーパン
の野菜の食事コーナー など他にも様々なイベン
トを行っています。ぜひ遊びに来て下さい。

料金 お問い合わせください。
問合せ 76-2006

MAP

木から蒸留したアロマオイルやクラフトの数々です。

「やまもりまつり」で販売しています。



MAPのQRコードが掲載されていない施設は，くだもの狩り又はイベント・体験情報欄にQRコードが掲載されています。

こんにちは、おべにです！つい先日まで5月とは思えないくら

いの寒さが続いていましたが、やっと暖かくなってきましたね。

谷口農場では、やっと田植えが終わりいよいよトマトもぎとり園

開園に向けて、猛準備中です～(>_<;)。

これからの季節、環境に恵まれた旭川ではさまざまな農業体験・

もぎとりが目白押し！！是非、私たちが丹精込めて育てた農作物

を、存分に味わいに来てくださいね！（谷口紅美子）

アンケートにご回答いただいた方の中から、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２３年７月３１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：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６月

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

■直売情報■直売情報■直売情報■直売情報
榊原農場榊原農場榊原農場榊原農場（神居町上雨紛56-3）

期間 5月～9月

おすすめ情報 もぎとり販売

問合せ 62-6010

MAP

ソフトクリームのくらソフトクリームのくらソフトクリームのくらソフトクリームのくら（神居町富沢278-2）

期間 5月中旬～10月中旬

おすすめ情報 無・低農薬野菜の販売。
情報紙を見た方，アイスコーヒー
200円のところ100円引き。

問合せ 高橋 62-6202

MAP

直売カフェ直売カフェ直売カフェ直売カフェMuu（西神楽1線17号）

期間 通年

おすすめ情報 6月 1周年記念セール
7月末～8月中旬 米升売り，
パンのセール

問合せ 75-3469

MAP

加齢美会「夕市」加齢美会「夕市」加齢美会「夕市」加齢美会「夕市」（西神楽南2条3丁目西神楽農業

構造改善センター前）

期間 6月9日～10月中旬の毎週木曜
16:00～17:00

おすすめ情報 新鮮な農家の野菜を取りそ
ろえています。

問合せ 掛田 74-2459

MAP

西神楽朝市西神楽朝市西神楽朝市西神楽朝市 ひまわりの会ひまわりの会ひまわりの会ひまわりの会（西神楽南1条2丁目

ＪＡ東神楽西神楽支店駐車場）

期間 6月～8月の毎週土曜 7:00～8:00

9月～10月の毎週土曜 7:30～8:30

おすすめ情報 野菜本来のおいしさを追求
した新鮮野菜をご提供しています。

問合せ 稲葉 74-2419

MAP

ＪＡ東旭川兵村味工房ＪＡ東旭川兵村味工房ＪＡ東旭川兵村味工房ＪＡ東旭川兵村味工房（宮下通8丁目旭川西武

Ｂ館地下1階旭川マルシェ）

期間 通年

おすすめ情報 4月3日から旭川マルシェ
として西武食品売場でコーナー
を設けていただき，地元の仲間
達と出店しています。

MAP

ふるさとサロンふるさとサロンふるさとサロンふるさとサロン（西神楽南2条2丁目668）

期間 5月～通年 月曜～金曜 10:00～15:00

おすすめ情報 地域の交流の場として，ＪＲ・バスの待合所として，また
地域の野菜直売所として，地域の方々のカフェテリアとして気
軽にご利用ください。

問合せ 080-1889-2846 垣見

MAP

アロニアの里アロニアの里アロニアの里アロニアの里 ピルカノピルカノピルカノピルカノ（神居町富沢519-1）

期間 4月16日～10月末

おすすめ情報 8月中旬からアロニ
ア収穫

問合せ 畠山 63-6955

直売店直売店直売店直売店まっかなトマトまっかなトマトまっかなトマトまっかなトマト（東旭川町共栄255）

期間 4月28日～通年営業

おすすめ情報 当店オリジナルのトマト商品や
メニューがお楽しみいただけます。

問合せ 38-6336

井上果樹園井上果樹園井上果樹園井上果樹園（神居町神居古潭64）

期間 7月初旬～7月末

おすすめ情報 大玉で甘いさくら
んぼです。

問合せ 72-2244

MAP

近澤果樹園近澤果樹園近澤果樹園近澤果樹園（神居町西丘196-2）

期間 7月上旬～7月下旬

おすすめ情報 池で鯉を釣ることができます
（要釣り竿）。駐車場，休憩所あり。
有機肥料を使った安心安全な果実
作りをしています。

問合せ 72-2443

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（東旭川町倉沼255）

期間 7月中旬～8月中旬

おすすめ情報 さくらんぼ，ブルーベリーの直
売の他に，さくらくんぼやベリー類の
ジャムなどを多数取り揃えています。
また6月11日からはカフェもオープン
します。

問合せ 36-3860

まごころ市まごころ市まごころ市まごころ市（神居町富沢 農業センター

正面玄関横）

期間 5月28日～10月8日の毎週土曜
9:00～完売次第終了

おすすめ情報 地場産野菜・苗物・山菜等

問合せ 高橋 75-5945

旭川いちご旭川いちご旭川いちご旭川いちご スノー＆ベリースノー＆ベリースノー＆ベリースノー＆ベリー
（工業団地1条2丁目）

期間 ～6月下旬

おすすめ情報 いちご量り売り，いちごグッズ
特売，情報紙を見た方にオリジナル
キーホルダープレゼント。

問合せ ニチダン旭川 36-4570

ファームファームファームファーム カントリーロードカントリーロードカントリーロードカントリーロード（東旭川町瑞穂

1578-1）

期間 7月～10月（卵は通年）

おすすめ情報 無農薬で化学肥料を控えた
栽培をしています。平飼いの産みた
て卵はいつでもあります。生卵で食
べると違いがわかります。

問合せ 福嶋 76-2661 又は 090-3395-5540

河田果樹園河田果樹園河田果樹園河田果樹園（神居町富沢423）

期間 7月～11月

おすすめ情報 さくらんぼ，りんご，なし，プル
ーンなど旬の果物をご用意していま
す。

問合せ 62-6233

たいせつ農産物直売所たいせつ農産物直売所たいせつ農産物直売所たいせつ農産物直売所（東鷹栖1条3丁目）

期間 通年（月曜定休日）

5月～10月 10:00～18:00

11月～4月 10:00～17:00

おすすめ情報 地元の新鮮野菜や加工品，鹿
児島県南さつま市特産品コーナー，お
いしい倉庫旭川コーナーを設置。

問合せ 57-2141

※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！
※直売・体験情報などがあればお知らせください。次号（７月下旬発行予定）で紹介させていただきます。
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