
　

〜〜〜作り⽅〜〜〜

今，農業の担い⼿不⾜や⾼齢化が⾮常に深刻な問題になっています。そんな中，旭川では毎年数名の⽅が農
業・農村にあこがれを抱き新たに農業を始められています。このコーナーでは，⽇々試⾏錯誤を重ねながら⾃分
の理想に向かって必死に頑張っている，新規就農された農家さんをご紹介します。

新 紹ごの 介者農就規

た ま だ い

■⽟臺 雄司■
旭川市東旭川町

上兵村３４９番地
⼤阪府出⾝
妻と⼦ども３⼈の５⼈家族。
農作業は妻との⼆⼈三脚。
ヒマワリなど１０数種類ほ
どの花きを⽣産。
J A 出荷のほか，軒先にて
花束を販売。

就農したきっかけ
既製品を販売するのではなく⾃ら⽣産して販売できるところに強い魅⼒を感じました。

また，農業は気候・⼟壌・環境など様々な点が影響し，簡単に技術を習得できるもので
はありませんが，そこに強く惹かれるところがあり，その技術習得に向けて今後の⼈⽣
をかけてみたいと思いました。
就農までの経緯

⼤学を卒業後10年間営業職として働いた後，就農を決意。
まずは休⽇を利⽤して知⼈の農家へ⼿伝いに通いました。その後，旭川市農政課へ相談
し，東旭川町の花き農家をされている「ふらわーふぁーむ花・宙・舎」の森⼭さんの所
で約２年研修しました。
⽣活の変化

農家になって，今までの会社員のように毎⽉給料が安定して⼊ってこない現実に直⾯
したときに，厳しさを感じました。ただ，⾃分の⼿で
つくりあげたもので，収⼊に出来事の⾃負，強みを
感じられたことがやりがいにつながります。
これからの夢・⽬標

⾯積，収益倍増，そして品質の安定した出荷。
それが，⽣活の充実につながると思います。

今回は「⼭中果樹園」さんに教えて
いただいた「りんごの浅漬け」をご紹介
します。

ぜひ，旭川のりんごを使って，作ってみて
くださいね♪

浅漬けのつけ汁は，種類を問わず市販されている
ものでOKです。つけ汁の量や種類，時間を変えて⾃
分好みの味を探してみて下さい！

〜〜〜材料（４⼈分）〜〜〜
・りんご ・・・1個（250ｇぐらい）
・きゅうり ・・・１本
・⼈参 ・・・１本
・⼤根 ・・・１０cm
・レモン ・・・薄切り３枚
・浅漬けの素・・・１００ml

くだもの狩りカレンダー
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※その年の収穫量によっては，くだもの狩りに対応できない場合があります。事前に電話にてご確認ください。

くだもの狩りにでかけよう！
今年も待ちに待った収穫の季節がやってきました！！

農家さんが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，なし等たくさんの種類の果物が栽培されています。ぜひご家族ご友

人とご一緒に果樹園に足を運び，もぎたての新鮮でジューシーな果物をおいしく楽しく味わって下さい♪

あさひかわ果樹園マップ

スターチス

１．りんごときゅうりを乱切りにする。
⼤根と⼈参は⽪をむいて乱切りにする。
レモンはいちょう切りにする。

２.１をビニール袋に⼊れ， ３．完成！
浅漬けの素を加え，
よくもんで冷蔵庫で
数時間冷やす。
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○
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※はちみつは１歳未満のお⼦様には与えないでください。

まちなか交流館ショップ/0166-22-0005（平塚）
（５条通７丁⽬旭川フードテラス2階）
直売情報
■期間 ７⽉９⽇－12⽉24⽇(毎週⽔曜⽇）
■品⽬ 新鮮野菜，農産加⼯品，きのこ等
■期間 平成27年1⽉－3⽉(毎週⽔曜⽇）
■品⽬ 農産加⼯品，きのこ等

榊原農場/0166-62-6010
（神居町上⾬紛56-3）

■野菜全般のもぎ取り収穫
■期間 ５⽉－10⽉

（神居町神居古潭62）

直売情報
■期間 9⽉中旬-12⽉末頃
■品⽬ りんご，梨，

プルーン，ぶどう

⽔澤果樹園 /0166-72-2125

（旭川市東旭川町倉沼155）

直売情報
■プルーン，りんご，ぶどう，梨

9⽉ー11⽉

きてみて☆農村life
～旭川市グリーン・ツーリズム情報誌～

はちみつのこぐれ
【第２０号】平成26年10⽉発⾏

※きてみて農村li feは,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！！

また,市内のグリーン･ツーリズム施設情報は携帯電話でもご覧いただけます。

アンケートにご回答いただいた⽅の中から，抽選で５名様にプレ
ゼントを差し上げます！(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本紙の⼊⼿先
②本紙を読んでの感想・特に良かった記事
③やってみたい農業体験・加⼯体験
④今後掲載してほしい内容
⑤今後，ダイレクトメール(本紙の新刊やイベント情報の案内等)

の 送付希望の有無
◆応募⽅法

アンケートの回答，住所，⽒名，⽇中のご連絡先をご記⼊のう
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２6年１１⽉２８⽇（⾦）

※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・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２６年10⽉
問 合 せ：うけがわファーム DEN-EN内

（電話 0166-36-2239
FAX 0166-86-3098）

編集後記

読者のみなさん、こんにちは！編集委員の⼭中です。
早いもので季節も秋になり、実りを喜ぶ時期となりま
した。我が家のりんごも収穫最盛期を迎え、多忙な毎
⽇です。今年も極端な気象の変化に翻弄されながらも、
作物たちは強く逞しく育ってくれました。味も品質も
いい出来栄えで、お客様にも喜んでもらえております。
これから先、⼤きな気象災害が起こらないことを祈り
つつ、無事収穫作業を終えるまで頑張りたいと思いま
す。

▼携帯版はこちら

アンケートのおねがい

ピ ッ ク ア ッ プ

直売情報☆イベント・体験情報
※MAPが見えない場合は，地図アプリをお試しください。

果実の森 南果樹園 /0166-36-3860
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MAP

MAP

今回のピックアップでは，東旭川町⽶原で養蜂を営む
「はちみつのこぐれ」の⽊榑隆介さんにお話を伺いまし
た。

――⽊榑さんはどのような出来事がきっかけとなって養
蜂をはじめられたのですか？
⽊榑：本でミツバチのことを⾒て，おもしろい⽣態をし
ているので，飼ってみたいと思いました。⾒ているとほ
んとおもしろい動物でね。ただの⾍だけどちゃんと１匹
１匹役割があって。巣の中の掃除係とか，外にいって蜜
を集める係とか⾨番兵がいたりね。

――養蜂をされてどのくらいですか？
⽊榑：ミツバチと接し始めて今年で８年⽬になります。
８年前に末広の⼭路養蜂園という養蜂家さんのところに
弟⼦⼊りをさせてもらい３年間養蜂技術を学び，今年で
独⽴して５年⽬です。

――⽊榑さんはミツバチと⼀緒に⽇本を縦断しながらは
ちみつを作られる「移動養蜂家」とうかがいました。年
間を通した作業の流れを教えていただけませんか？
⽊榑：ミツバチを⼀年中飼育してはちみつを採るという
のが養蜂の基本的な仕事です。

旭川は冬の間は雪が降って花が⼀切なくなるのでミツ
バチを⼀年中飼育するのはものすごく難しいんですよね。
だから，その間はミツバチを連れて⿅児島の⽅に南下し
ます。夜ミツバチが巣に戻ったのを⾒計らって⼊り⼝を
閉めた巣箱をトラックに積み，⽌まらずに⾛ります。巣
箱の中は温かく，移動中にその熱でミツバチが死んでし
まわないように常にトラックを⾛らせて⾵をいれる必要
があるんです。全財産をなくすようなものなのでとても
注意を払っています。

11⽉頃に⿅児島に⾏き，冬の間はミツバチの巣や巣箱
を作って越冬し，４⽉頃にレンゲのはちみつを採取しま
す。６⽉頃に秋⽥に移動してトチやニセアカシアのはち
みつを採り，７⽉頃に北海道に戻りニセアカシアのはち
みつを採った後，8⽉頃からは来年の準備となるハチを増
やす仕事をします。

ミツバチって昆⾍だけど家畜でもあって，⽜や豚や⾺
と同じ扱いなんですよ。巣の中をみて健康状態だとか餌
の様⼦をチェックして⼈間が管理していかないと⽣きて
いけないんです。

――はちみつ⽣産での⼀番のこだわりは？
⽊榑：花の蜜って⽔分が多いんですよね。それをミツバチ
が夜通しかけて熱で⽔分を揮発させていくんです。どんど
ん⽔分をとばして糖度が８０度近くになるとはちみつを溜
めている六⾓形の部分に蜜蓋という蝋のシールをします。
こうすることでミツバチは保存⾷として⾷べる事ができ，
冬の餌としているんです。

僕らは，この蜜蓋された状態ではちみつをとることを⼼
がけています。同じはちみつでも濃さが違います。

――養蜂農家の⽊榑さんならではのはちみつのお勧めの⾷
べ⽅を教えて下さい。
⽊榑：この時期だと蒸したジャガイモにトチのはちみつを
かけて⾷べるのがおすすめです。スイートポテトのような
味になるんですよ。

――最後に，これからの夢や⽬標を教えてください。
⽊榑：現状維持ですかね。意外と現状維持って難しいです
よね。どうしても企業だと右肩上がりとか利益を追求しが
ちですが，しっかり納得したものが採れて，それが気に
⼊ってくれたお客さんの元に届き，健康にミツバチを飼っ
て続けていければいいですね。

ミツバチの巣箱を⾒せていただいた際におっしゃっていた
「癒やされますよ，ハチは。」というお⾔葉がとても印象
的でした。
⽊榑さんのはちみつは⼝の中でとてもいい⾹りが広がりま
す。皆様もぜひ，「はちみつのこぐれ」さんのはちみつを
お試しくださいね！

はちみつのこぐれ
旭川市東旭川町⽶原752
電話：0166-76-2960

「はちみつのこぐれ」のはちみつが買えるお店
COOPさっぽろ／まちなか交流館／北の住まい設計社
JAあさひかわ「あさがお」／クラフト館 など

クリーマリー農夢 MILK Bar
/0166-62-9380

（神居町上⾬紛539-9）
■期間 通年
■定休⽇（⽔，⽊曜⽇）
■品⽬ ⽜乳，ヨーグルト，バター，

チーズ，アイス，おかし他

MAP

（神居町⻄丘196－2）
りんご狩り
■期間 １０⽉中旬ー１０⽉下旬
■料⾦ 無料

（お持ち帰りの場合1kgあたり350円）

※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。

近澤果樹園 /0166-72-2443

MAP

MAP

MAP


