
　収穫の秋を迎え，米農家はフル回転で今年最後の大仕事をこ
なしています。今回のピックアップは編集委員をしている僕，
請川が経営している「うけがわファーム　DEN-EN」と「農
家ダイニングTam-bo」について，ちょっと語らせていただく
ことになりました。
　いつもなら，ピックアップの農家さんのところへ取材に行っ
て記事を書くのに，自分で自分の記事って照れます（汗）。こ
の記事を書いているのは，9月26日の午後10時37分。まだま
だ続く，稲の籾すり作業の真っ最中。ごーっという機械の音が
響いている倉庫の中で，一人寂しく作業の合間にキーボードを
カタカタ打っています。
　今回は秋なのでピックアップは米農家で，という話がしばら
くぶりに出席した編集会議で決まり，「あれ，請川さんのとこ
ろまだピックアップ出てないよね。じゃあ請川さんのところ
で，Tam-boで新米食べられるし。」こんな会話から，今回僕
の出番になりました。
　そろそろ農家の話題に戻ります。僕の家は東旭川で五代続く
米農家です。農家を継ぐために家に戻ってきたのは，27歳の
時です。それからちょうど10年が経ちました。経営面積は45
ヘクタールで，このうち米は１５ヘクタール，残りは小麦，大
豆，そばを作付けしています。
　作付けしている米の品種は，おぼろづき，ななつぼし，そし
て話題のゆめぴりかです。その中で我が家の主力は，おぼろづ
きです。このお米から北海道米の食味が王様コシヒカリに並ん
だと思います。なんせ旨い！！関東や関西に営業に行ったりも
しますが，自信を持って勧められます。・・・ですが反応はイ
マイチです。「美味しいのは認めるけどねぇ」といった意見が
多く，中には「これがコシヒカリなら使うよ」といった屈辱的
なことを言われたこともあります。
　ようは，関東，関西の消費者に対するイメージがまだまだ悪
いということです。「北海道米使ってます」と言うより，「コ
シヒカリ使ってます」と言った方がイメージが良いのでしょう
ね。腹が立ちますが，これが北海道米の現状だと思い知りまし
た。だからと言ってあきらめません。いつか必ず「米は北海道
だよね」って言われるように頑張っていこうと思っていたら，
出てきました。今話題のゆめぴりか！！てか僕的にはおぼろづ
きと食味的には，あんまり変わらないように思えるのですが，
面積あたりの収量が，ゆめぴりかの方が良いみたいです。我が
家でも作っていますが，たしかに今年はたくさん収穫出来まし
た。でもこの品種は，何かと規制が多くてめんどくさいのです

よ，僕的にはね。基本的に直接農家から消費者に売れない仕組
みなんです。なかなか扱いづらいのだけど，みんな注目してい
るし，今年から少し栽培してみました。とにかく美味しいお米
を作ってもっと首都圏に認知される戦略が，北海道米には必要
なんじゃないかなぁと思います。
　米って食べてもらわないと美味しさって伝わらないですよ
ね。野菜や果物のように生で気軽に味見出来ないし。そこで僕
は去年の夏に「農家ダイニングTam-bo」を4条通7丁目に
オープンさせました。この店は地元の農家と2軒で共同経営し
ているお店です。地元の米や野菜を食べてもらい，美味しさを
わかってもらいたくて出店しました。この記事が皆さんの目に
届く頃には，間違いなくご飯ものは新米になっていますので，
ご賞味ください。そして，もし美味しかったらぜひお米も農家
から直接買ってみてください。顔の見える農産物は安心出来る
し，味も納得出来るはずです。
　それと，うけがわファームでは，お米のオーナー制度という
のもやっています。今年は準備の都合と，スタッフの都合がつ
かなかったのでお休みしましたが，来年は，再会したいと思っ
ています。オーナー制の内容は，田植えと，稲刈り，農業体験
などをしてもらい，参加料に見合った農産物や，お米をお渡し
しています。ちょっと豪華な農業体験だと思ってください。そ
の分体験する仕事もハードですけど。
　軽く体験したい場合は，公民館主催の親子農業体験の受け入
れもしています。こちらは田植えと，稲刈り体験でどちらも半
日程度の体験で，うちで用意した昼食を食べて解散するのでお
手軽ですよ。
　とにかく農業を楽しんでもらいたくてこのような企画をやっ
ています。
　来年からはもっと設備や企画を充実させて，もっとたくさん
の消費者の人達と関わって，楽しくて美味しい農業をして行き
たいと思います。
　新米の販売，配達もしているので気軽にご連絡ください。
　農業について書きたい事，伝えたい事はまだまだたくさんあ
るのですが，文字で伝えるのって難しいですね。
　また機会があれば，登場します。
　これからも農家を宜しくお願いします。

     

ピ ッ ク ア ッ プ 
～都市農村交流に取り組む農業者を紹介します
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うけがわファーム DEN-EN 

農家ダイニング Tam-bo 

うけがわファーム DEN-EN 
旭川市東旭川町上兵村395 

電 話：0166－36－2239 

E-Mail m@den-en.biz 

URL http://den-en.biz/ 

農家ダイニング Tam-bo 
旭川市北海道旭川市４条通７丁目昭和通沿い 

営業時間：17:30～24:00（LO23:30） 

定休日：日曜日 

電 話：0166-22-6916 

E-Mail info@ruralxdish.com 

URL http://ruralxdish.com/?page_id=202 
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１０月

上
旬

中
旬

下
旬

プルーン ○

神居町神居古潭６２－６ ７２－２１２５ ○ ○ ○

近澤果樹園 神居町西丘１９６－２ ７２－２４４３

○

直売
プルーン なし ぶどう りんご

なし ○ ○

ぶどう ○ ○ ○

りんご ○ ○ ○

地図
Ｎｏ.

地区 果　樹　園　名 住　　　　　　所 電　　　話
くだもの種類

○

② 林果樹園 神居町神居古潭中央 ７２－２１７７ ○ ○ ○ ○

①

神居古潭

ふじくらますも果樹園 神居町神居古潭５ ７２－２２６２ ○ ○ ○

③ 水澤果樹園

○

○

④

西丘

二階ファミリー果樹園 神居町西丘２２ ７２－２１４５ ○ ○ ○ ○ ○

⑤ 山中果樹園 神居町西丘１４７ ７２－２４５７ ○ ○ ○

⑥

○⑧ 東旭川 果実の森　南果樹園 東旭川町倉沼１５５ ３６－３８６０ ○

○ ○ ○

⑦ 富沢 河田果樹園 神居町富沢４ ６２－６２３３ ○

 今年もついに収穫の季節がやってきました！！ 

 それぞれの農家さんが一年間丹精込めて育て上げた結晶が，ついにお目見えです。 

 旭川では，りんご，ぶどう，プルーン，なしなどたくさんの種類の果物が楽しめるし，そ

れぞれの果物ごとにいろんな品種があるので，ぜひ果樹園に足を運んでみてください。 

 もぎとったばかりのフレッシュな果物は，とにかくおいしいですよ～！！ぜひ一度ご賞

味ください♪ 

収穫の秋！くだもの狩り に出かけよ～っ！！ 

くだもの狩りカレンダー 



ほしまる

ゆきひかり

特　　　　　　　　　　　　　　徴

彩

・直播栽培にも向いている品種。
・ほしのゆめに並ぶ食味です。

・粘りの良い低アミロース品種。
・白さ，おいしさ，収量性などに優れています。

・昭和59年にデビュー。今話題の米粉の原料として注目を集めています。
・米アレルギーやアトピー性皮膚炎の症状を軽減する効果があると評判が高まっています。
【注意】アレルギー症状を持つ全ての人に効果があるとは言い切れないため，食事療法は医師への指導を受
けて行うことをおすすめします。

・粘りが強くて柔らかく，炊きあがったときの光沢の美しさが魅力。
・冷めてもモチモチとしてして食味がよく，お弁当にも最適です。

（農政部調べ。上表の品種の他にも，少量ですが酒米や他の品種も作付けしています。）

コメント

　これら３品種であさひかわ
米の作付け面積のおよそ８割
を占める，まさに道産米を支
えてきた主要３品種です。
　皆さん一度は口にしたこと
がありますよね！

　コシヒカリに匹敵する高い評
価を受けています。
　今後の道産米を牽引する
期待のブランド米です。

　作付面積は少ないですが，
根強い人気があったり，最近
話題の米粉に使われるなど
注目です。
　販売店舗が少ないので，興
味がある方は探してみてくだ
さい。

・平成18年にデビュー。
・米のデンプンに含まれるアミロース値が低く，強い粘りと，柔らかい食感が特徴です。
・新潟産コシヒカリに匹敵する高い評価を受け，北海道米ブランドを支えている品種です。

・道内最高峰の極良食味米。平成２１年からデビュー。
・粘りと柔らかさに加え，甘みがあり，つややかな炊き上がりの美しさが特徴。
・「夢」とアイヌ語で美しいを意味する「ピリカ」から名付けられました。

・平成9年にデビュー。
・ふっくらとした炊き上がりなので，柔らかめの食感が好きな方に最適。
・あっさりとした風味で，合わせるメニューを引き立てます。

・平成13年にデビュー。
・つや，粘り，甘みのバランスが抜群で，冷めてもおいしさが長持ち。
・弁当・寿司などに人気です。無洗米としての適正も優れています。

・平成元年のデビュー以来，北海道のおいしいお米としてすっかりおなじみ。
・噛むほどに豊かな甘み。しっかりとした食感が好評です。
・丼もの，ピラフなどさまざまな用途で活躍しています。

品種名

あやひめ

きらら３９７

ななつぼし

ほしのゆめ

ゆめぴりか

おぼろづき

あさひかわ米 を食べよう！！ 
 北海道第２位の米どころ「旭川」    。 

 今年は春先の低温の影響で作柄が心配されていましたが，夏場の高温で持ち直し，平年以上の出来となりました。 

 みなさんの中で旭川米を食べている方は多くいらっしゃると思いますが，では，旭川ではどんな品種のお米を作っているかご存じですか？ 

 今回は，市内で作っているお米の種類と，それぞれのお米の特徴について簡単にご紹介します。是非みなさんそれぞれの特徴にあった食

べ方を楽しんでみてください。 

農村探検隊バスツアー が開催されました！！ 

 ９月１７日に，グリーン・ツーリズム施設紹介マップ「農村探検隊３」に掲載されている施設を巡るバスツアーが開催されました。 

 当日は２２名の方にご参加いただき，野菜の直売所へ行ったり，バター作り・りんごのもぎとり体験を行ったり，牧場見学をして牛と触れ合う

など，いろんな体験を行いました。 

 参加された方から体験記をいただいたのでご紹介させていただきます。 

 

 ９月１７日は生憎の雨模様。それでも，行く先々でどんな出会い（生産者＆農作物）があ

るか，期待感一杯でバスの旅に出かけました。 

 案内していただいた場所は，どこもパンフレット等では知っていたり，または日頃近くを

通っていながら，なかなか立ち寄るきっかけがなかったところばかり。今回の企画では，

行きたかったところがたくさんあって，それもバスで案内してもらえるとあって，１日楽しい

旅でした。 

 何よりこのバスツアーのすばらしいところは，生産者の方のお話を直接聞けたこと。個

人で農産物直売所に行っても，そう簡単には生産者の方のお顔を拝見しながら，農業の

話を聞くことはできません。新鮮な農産物を安価で購入できたこともさることながら，生産

者の農産物に対する熱い思いや愛情そして理念，それがビシバシ心に伝わってきて，と

てもありがたかったですね。自然相手の仕事だから，我々素人には計り知れないほどの

ご苦労があるのだと思いますが，お話しされた皆さんの表情は，プロとしての自信と情熱，

誇りが感じられました。この出会いが，一番の大収穫となりました。 

 この日，各地で購入した野菜をいただきながら，私は生産者の方々のお顔を思い出し，

この地域の食と安全を考え，日々ご苦労されていることに深く感謝の念をいだきつつ，幸

せな食卓の時間を過ごしました。 

 またこのようなツアーがありましたら，ぜひ参加したいと思っています。                                                                  

                                              （坂下 浩寿） 

就実の丘 やっぱ２３７ 
アロニアの
里ピルカノ 荒川牧場 カウ＆カーフ 

オサラッペ
牧 場 

ふじくらますも 
果樹園 

☆今回のバスツアーコース 



 

 みなさん，こんにちは！グリーン・ツーリズム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。季節もすっかり秋らしくなり，農作業も稲刈り

が終盤を迎え，果樹ではりんごや梨の収穫が本格化してきて，秋を感じるよう

になってきました。9月はなかなか好天に恵まれずに，農作業が難航していま

したが，10月には「これぞ秋晴れ」というのを期待したいものです。 

 さて，話は変わりますが，前号から施設の地図を表示するＱＲコードを掲載

したのにお気づきになったでしょうか？？限られた紙面の中で編集委員の意見

で，ＱＲコードの表示をしてみました。新しい試みの一つですので，これに関

するご意見ご希望をいただけましたら幸いです。 

 これから秋が深まる時期です。実りの秋をぜひ満喫してほしいと思います。 

 

 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，電話番号をご記入のうえ，ハガ

キでご応募ください。 
 

（応募先） 

〒078-8207 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１１月３０日（水） 

※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１０月 

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

■イベント・体験等 

  榊原農場（神居町上雨紛56-3） 

   期間  5月～10月     取扱品目 野菜全般 もぎとり収穫     問合せ  62-6010  

MAP 

  近澤果樹園（神居町西丘196-2） 

    期間  9月中旬～12月25日         （12月26日から4月末までは自宅で         販売）     取扱品目 りんご，りんごジュース     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  南果樹園（東旭川町倉沼155） 
   期間  9月上旬～11月上旬    取扱品目 りんご，ぶどう，プルーン，なし    問合せ  36-3860                期間  9月上旬～11月上旬    取扱品目 アップルパイ，チェリーパイ    問合せ  36-3860  

  カフェ マンナ（果実の森 南果樹園内） 

※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（２月発行予定）で紹介させていただきます。  

編 集 後 記 

  アロニアの里 ピルカノ（神居町富沢519-1） 

   期間  5月～10月中旬     取扱品目 冷凍アロニアの全国発送。     問合せ  畠山 63-6955  

MAP 

  果実の森 南果樹園（東旭川町倉沼155） 

   ●ぶどう狩り     期間  9月中旬～10月中旬     料金  大人900円，子供700円     問合せ  36-3860  

  近澤果樹園（神居町西丘196-2） 
   ●りんご狩り     期間  10月中旬～10月下旬     料金  無料（お持ち帰りの場合1kgあたり350円）     問合せ  72-2443  

MAP 

  直売店 まっかなトマト（東旭川町共栄255） 

   期間  通年営業（ 11月～水曜定休）         10時～17時    取扱品目 新米，じゃがいも，かぼちゃ，玉         ねぎ，人参など。秋の味覚セットの         地方発送受付中。    プレゼント  情報紙を見た方にトマトラーメ         ンプレゼント。    問合せ  38-6336 

  たいせつ農産物直売所（東鷹栖1条3丁目） 

   ●「米すくい取りフェア」     日時  10月中旬予定     内容  新米の升すくい取り販売      ●「野土花フェア」     日時  11月下旬予定     内容  農産加工品の販売      問合せ  57-2141 

MAP 

 HAND WEAVER'S CLUB      （東旭川町米原517 旧旭川第一中学校【米飯舎】内）  
   ●HAND WEAVER'S CLUB 羊毛てつむぎ     日時  10月7日（金），10月21日（金）     ●HAND WEAVER'S CLUB 手織     日時  11月4日（金），11月18日（金）     ●羊毛 糸つむぎ     日時  12月9日（金），12月23日（金）     料金  各2,000円（材料費込み）     問合せ  090-6445-6307 大嶋 

MAP 

  若者の郷 試作センター（江丹別中央） 

   ●そば打ち体験会     日時  10月9日（日），11月6日（日）      ●ソーセージ体験会     日時  10月23日（日），11月20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   荒川牧場（江丹別町拓北582-4） 

   ●オープンファーム収穫祭      日時  10月9日（日）10:30～15:00      問合せ  73-2107  

MAP 

  農業センター（神居町雨紛） 

   ●家庭果樹剪定講習会     日時  11月4日（金） 13:30～15:30     ●麹から作る味噌作り（全３回講座）     日時  11月15日（火）～17日（木） 9:30～12:30     ●稲わら工芸作り     日時  24年1月6日（金） 13:30～16:30     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 

  水澤果樹園（神居町神居古潭62-6） 

   期間  9月中旬～12月下旬     取扱品目  りんご，なし，りんごジュース，         紫蘇ジュース，プルーン（プルーン         は9月下旬～10月上旬）。     プレゼント 情報紙を見た方にりんご2個プ         レゼント。     問合せ 72-2125 

■直売情報 

MAP 

MAP 

MAP 

  ふじくらますも果樹園（神居町神居古潭5） 

   期間  9月20日～12月末    取扱品目 ぶどう，りんご，プルーン，         加工品等。    プレゼント 何かサービスします。    問合せ  72-2262  

MAP 


