
　

    

直売情報☆イベント・体験情報 

 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 

    

 ■宮原  直幸■  

 旭川市神居町富沢  

 

 

 

 

 

就農したきっかけ 

 今までいろいろな職業を経験してきたが，アルバイトで農業をやってみて，初め

て楽しいと感じる仕事に出会った。アルバイト先の親方に後継者にならないかとの

話をいただき，初めは迷ったし，妻の反対もあったが，農業を自分の一生の職業に

したいという気持ちがどんどん強くなり，就農を決心した。 

 

就農までの経緯 

 神居町富沢の石坂さんの下で，2年間水稲の研修を受け，平成25年に石坂さんの

農地の一部を借り受ける形で就農した。 

 

生活の変化 

 妻と一緒に仕事をするようになったことと，仕事場と家が近くなったことから，

家族と過ごせる時間が増えた。自分の田んぼの近くの小学校に通う長女と，就農1

年目に生まれた長男の成長を間近に感じながら，今の仕事を子供たちに引き継いで

いけるように頑張っていきたい。 

 

これからの夢・目標 

 早く石坂さんに追いつき，そして石坂さんに負けないくらい美味しい米を作るこ

とができる農家になりたい。 

旭川市民農業大学とは 
 遡ること２１年前・・・ 

 当時，市内の農業者団体であった｢旭川農業２世紀塾｣

では，その団体の活動として，様々な消費者との交流に

取り組んでいました。しかし，どうしても机をはさんだ

｢対峙型｣の交流では｢食と農｣，｢消費と生産｣の一体感を

作り出す事がなかなかできませんでした。 

 そこで考えられたのが｢通年市民公開講座｣，つまり，

市民の皆さんから学生を募り，１年間にわたって農作業

体験講座を実施して，一緒になって旭川の農業・農村の

在り方を考えていこうという事業でした。その当時に試

みたこの新しい形の交流事業は，内外に大きな反響を呼

び，今年で２１年目を迎えました。 

旭川市民農業大学が目指すもの 

 農産物の栽培方法を学ぶということだけにとどまら

ず，我々の命を支える｢食料｣やその基盤となる｢農業｣

｢農村」について市民の方の理解を深めていただくこと

を目的としています。そのため，農業体験や農場見学，

農産物加工実習体験等を通じて，市民の皆様が農業者と

共に農業に関するさまざまな話題・出来事について語ら

い，考えていく場を提供しております。 

スターチス 

   平成26年10月11日，晴天の中，グリーン・ツーリズム施設紹介マップ「農村探検隊５」に 

 掲載されている施設を巡るバスツアーを開催しました。 

   旭川のおいしいものに出会い，いろいろな農家の方たちと直接ふれあえるこのバスツアーは 

   今年も開催予定です。ぜひ，ふるってご参加いただき, 旭川農業を知るきっかけにしていただ 

   けたらと思います。 

  「農村探検隊５」は市有施設などに置いてますので，ぜひ手に取って，春の雪解けとともに， 

 市内の農家などに足を伸ばし，旭川の新しい魅力を発見してください。 

発着は市役所 
晴天のなか出発！ 

吉岡農場 
長ねぎの収穫！ 

アトリエharemi 
塩むすびでランチタイム 

農産物直売所あさがお神楽店 
店長のお話を聞きました。 

水澤果樹園 
おいしそうなりんごがたくさん！ 

年 昨 報 活 の 動 告 

 体験内容  
 入学後，クラス（水稲と野菜，果樹，酪農）ごとに分かれ

て実施する「定例講座」と，全クラス合同で行う「全体講

座」によって構成されています。 

 

 募集概要  
 例年２月上旬から募集を開始しており，平成２７年度の募

集締切は３月６日です。（定員になり次第終了） 

 ホームページでは事業の詳しい内容，体験の様子 

等の情報を掲載しておりますので，ぜひご覧下さい。 

【お問い合わせ先】旭川市農政部農政課 25-7417 

HP 

農業センター 修了式と交流会をします。

収穫祭 11月29日 農業センター
農産物の利用法を学び収穫

の喜びを味わいます。

農産加工実習 1月17日 農業センター
農産物の加工法を学びま

す。

2月14日 農業センター
１年間を振り返り，各班で

活動内容を発表します。

3月27日

クラス発表

修了式

バス研修 7月19日 市内
バスで市内農家及び関連業

者の施設等を見学します。

農村文化講座 11月1日 農業センター
農村の伝統的な文化を学び

ます。

講座・行事 日程 場所 講座の内容

定例講座
４月ー１０月

※月１回，原則日曜日

各指導農家の

農園

様々な農作業体験等をしま

す。

マスの糀漬け 
材料 

（漬物用ポリ袋ひとつ分） 

生マス 

 ２～３匹分(小ぶりのもの) 

 ※ニシンやシャケでもＯＫ 

キャベツ 中玉１ヶ 

大根 中２本 

人参 中２本 

生姜 ２片 

塩 野菜の重さの 2.5％ 

    

準備するもの 

・ポリバケツ 

・漬物用ポリ袋 

・重石  

 

１. 生マスは頭をとり，うろこをきれいに取り除いて，３枚におろす。 

２. 少し塩をして，１枚ずつラップに包んで，カットしやすくするた 

   めに冷凍する。 

３. マスを半解凍の状態で４～５ミリの厚さにカットして，Ａを入れ 

   てひたひたにし，しめておく。 

４. キャベツは１～２センチ，大根は薄くスライスして幅１～２セン 

       チの長さ４セ ンチ，人参は長さ４センチ，厚さ３ミリくらいの 

   千切りに。生姜も千切りにする。 

５. 野菜の重さに対して２.５％の塩を入れ，Ｂも入れて，まぜてお 

       く。 

６. ３を翌日出して，５の中に入れてまぜる。 

７. 沈むくらいの重石をして，液体があがってきたら水をすてる。 

８. １０℃以下の涼しいところに置いて，水が出たら，捨てる。 

今回は2003年にみそや糀の加工団体である兵村味工房を立ち上げた，東旭川でお米をつくってい

る西島八重子さんにマスの糀漬けを教えていただきました。現在，兵村味工房はＪＡ東旭川に引
き継がれ，ＪＡ東旭川Ａコープ，ホクレンショップ豊岡店，ＪＡたいせつ直売所でみそや糀を販

売しています。今回のレシピ，マスの糀漬けにぜひ兵村味工房の糀を使ってみてください。 

Ｂ 糀  ５００ｇ 

  ご飯 茶碗軽く２杯 

※２合＝360～400cc 

こうじ 

Ａ   酢   ２合 

  酒   ２合 

  みりん ２合 

 

 

だいたい３日くらいで，できあがりです。 

味見をして，場合によっては調味料を足してください。 

今回のレシピはジップロックでもつくれます。 

ぜひ少量でもつくってみてください☆ 

レ ー ナ ー コ ピ シ 
旭 学 大 業 農 民 市 川 

３ 

４ 

６ 

できあがり♪ 

クリ－マリー農夢 
乳製品の直売所，牛とのふれあい



パークランド嵐山/0166-63-0044 
（江丹別町嵐山140番地） 
■畑の土作り講習会 
 ・日程 4月25日(土) 
 ・料金 無料 
 ※要電話申込(3月1日-当日まで) 
■パークランド嵐山鉄人杯 
 ・日程 8月28日(金) 
 ・料金 1,200円(昼食代込) 
 ※要電話申込(7月10日-8月23日) 
■パークランド嵐山杯 
 ・日程 10月11日(日) 
 ・料金 1,000円 
 ※要電話申込(9月18日ｰ10月4日) 
■直売情報 
 ・品目 無農薬有機野菜，山菜 
 ・期間 5月15日ｰ10月31日 

榊原農場/・FAX 0166-62-6010 
（神居町上雨紛56-3） 

■野菜全般のもぎ取り，販売 

 ・期間 ５月ｰ10月 

アロニアの里ピルカノ/ 
0166-63-6955（畠山） 
（神居町富沢519の1） 

■アロニア収穫体験 

 ・期間 ８月20日ｰ9月10日 

 ・料金 800円/1kg 

■アロニア収穫祭 

 ・日程 9月5日(土)，6日(日) 

 ・料金 入場無料 

■直売情報  

 ・品目 寒豚肉(しばれぶたにく) 

     アロニア製品 

 ・期間 通年  
果実の森 南果樹園/0166-36-3860 
（東旭川町倉沼155） 

■さくらんぼ狩り 

 ・期間 7月1日ｰ7月20日 

 ・料金 大人 1,000円 

             子ども料金有 

 

河田果樹園 

※きてみて農村 l i 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２７年５月２９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２７年３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 
 
 今年1月，旭川では暖冬で例年に無く降雪は少なく，他地
方に比べ除排雪作業には少し楽が出来てやれやれと感じて
いました。ところが立春を迎えて間もなく，厳しい寒波が
やって来ました。サクランボにとって，この時期の低温は，
致命的な打撃です。異常気象はこの所，日常茶飯事になっ
てしまいました。しかし，農家はどんな試練にもあきらめ
ず，様々なくふうを凝らし頑張っています。皆さんの「美
味しかったヨ」の笑顔に出会う日を夢見て。 

▼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。 

MAP 

 ――プラム・プルーン・なしなども販売していますか。 

河田(里)：プラムは８月上旬。プルーンは９月下旬から１０月

上旬。作っていますが，成った時にしか出さないですね。千両

なしはおもに本州の方に出荷してます。 

 

――今後の夢や目標はありますか。 

河田(里)：今は車庫で直売をしているんですが，将来本当の直

売所をたてたいです。あとは駐車場をもうちょっと広くしたい。

家族経営で人が少ないため，対応が十分にできずにお客さんが

帰ってしまうこともありました。人員を増やしてたくさんお客

さんが来たときに対応できるようにしたいという願望はありま

すね。 

河田(麻)：地元の人たちにもっと旭川の果樹園の存在を知って

ほしいと思います。あとは，後継者問題ですね。子どもが後を

継いでくれるとは限らないですよね。市内果樹園で協力して株

式会社を設立し，人員不足を解消できたらと思います。 

 

7月頃には，さくらんぼ狩りが 

はじまります。｢皆さんに食べ 

てもらいたい，おいしい物を 

作ろうとおもって日々やって 

います｣そうおっしゃる優し 

いお2人が出迎えてくれる 

『河田果樹園』に皆様も 

ぜひ，足を運ばれてみて 

はいかがでしょうか。 

河田果樹園 
旭川市神居町富沢４２３（観音台） 

営業時間：８：００～１７：００ 

電 話：６２－６２３３ 

ＦＡＸ：６２－６２３３ 

直売所 ７月～１１月 

※さくらんぼ ７月上旬～８月上旬 

※りんご ９月中旬～１１月下旬 

時期は目安ですので詳細はお問い合わせください。 

今回のピックアップでは，神居町富沢で果樹園を営む『河

田果樹園』の河田里志さん・麻佐衣さん夫婦にお話を伺い

ました。 

 

――果樹園に就農しようと思ったきっかけは何ですか。 

河田(里)：この果樹園は40年前，父がはじめました。子ども

の頃，手伝いをした事はありましたが，興味もあまりなく別

の道へ･･･。東京の方でプログラマーとして4～5年働いたの

ち，旭川に戻ってきて作業服屋さんで10年くらい働きました。

その後「親が築いてきた果樹園がなくなるのは・・・」とい

う思いから2代目として10年前に就農しました。 

 

――果樹園で，こだわっていることはありますか。 

河田(里)：化学肥料ではなく魚かすとかを使っています。 

 

――どのようなことが大変ですか。 

河田(里)：朝から晩まで体力仕事ということ，あとは自然相

手だから天候に左右されることですかね。 

 

――冬，果樹園ではどのような仕事をしていますか。 

河田(里)：2月からはなしの選定，3月からはさくらんぼとり

んごをやり始めます。そして4月から消毒や防除が始まり，実

がなると摘果します。 

 

――河田さんの果樹はどのようにして流通していますか。 

河田(里)：JAあさひかわのあさがお神楽店で販売しています。

あと最近では10件くらいのお菓子屋さんとコラボして旭川産

のりんごを使ったアップルパイなどを販売しています。りん

ごは小学校の給食にも出しており，以前市内の小学校へ行き

ましたが，旭川でりんごを作っていることを知っている子が

全然いませんでした。あと河田果樹園では，さくらんぼジャ

ムを販売しています。業者の方に「ジャムを作ってみない

か」と言われて，さくらんぼジャムはめずらしいので作るこ

とになりました。ジャムは滝川の工場にたくさんのさくらん

ぼを送って作っています。また今年は札幌の「フルーツマル

シェ」にも出展しました。お客さんに旭川のりんごを知って

いるか聞いたところ知られておらず，さみしくなりました。 

 

 

とみはら自然の森/ 
0166-25-7459(旭川市農林整備課) 

(江丹別町富原) 
■春の野草自然観察会    
 ・日時 ５月23日(土) 
     10:00ｰ15:00 
 ・料金 無料 
 ※要電話申込(5月11日まで) 
■きのこ栽培講習会 
 ・日時 5月29日(金)ｰ31日(日) 
     13:00ｰ15:00 
 ※要電話申込 
     (5月11日ｰ5月20日まで) 
 ※Ｈ26参加者の申込不可 

MAP 

【第２１号】平成27年3月発行 
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至 旭川医大 → 

旭川環状線 

← 至 神居十字街  

・漬物用ポリ袋 

・重石  

MAP 

■直売情報 

 ・品目 プルーン  

 ・期間 ８月10日から 

■カフェマンナ 

 ・期間 7月1日-11月末 

谷口農場 /0166-38-6336 
（東旭川町共栄255） 

■トマトジュースづくり体験 

 ・日程 6月27日(土)，28日(日) 

 ・料金 有料(詳細未定) 

■収穫祭 

 ・日程 9月6日(日) 

■新米まつり 

 ・日程 9月26日(土)，27日(日) 

(直売店 まっかなトマト) 
■完熟トマトのもぎとり 
 ・期間 6月中旬～ 
■直売情報 
 ・品目 新鮮野菜，お米 
 ・期間 通年 

若者センター/0166-73-2409 
 (江丹別町中央) 

■そば打ち体験会 

 ・日程 毎月1回 

 ・料金 1,000円 
※要電話申込 
※詳細は市民広報を 
 ご覧ください。 

MAP 

軽トラック市/ 
0166-48-6713(矢萩) 
 (東豊公園/豊岡12条11丁目) 

■新鮮取りたて野菜 

 ・期間 7月始ｰ10月始 

MAP 

MAP 
MAP 

ぜひ少量でもつくってみてください☆ 

旭川発信ランド桜岡・モンゴル村/・FAX 0166-37-1113 
(東旭川町桜岡35-3) 
■発信ランド桜の森 植樹体験 
 ・日時 5月9日(土)10:00 
 ・料金 無料  
 ・参加対象 一般市民(20名) 

MAP 旭川まちなかマネジメント協議会/ 
0166-22-0005 
（５条通７丁目旭川フードテラス2階） 
■水曜野菜市 
 ・期間 通年(毎週水曜) 
 ・開催場所 ５条通7丁目旭川フードテラス1階 
■まいど！朝市 
 ・期間 7月4日(土)ｰ9月5日(土)（毎週土曜） 
 ・開催場所 買物公園7条付近一帯 

■桜岡秋のイベント週間 
 ・日程 9月第1週(1日-6日) 
 ・開催場所 桜岡地区にある店舗 
 ・内容 各店舗の特徴を生かした商品，展示，イベント等 

 

MAP 

MAP 

MAP 

■ソーセージ作り体験会 

 ・日程 毎月1回(7，8月除く) 

 ・料金 1,500円 

 
※カフェでランチも 

 やっています。 

 10:00-15:30(通年) 

 

■ぶどう狩り 

 ・期間 9月10日-10月10日 

 ・料金 大 人 900円 

         子ども料金有 

河田果樹園 

ソフトクリームのくら/ 
0166-62-6202（高橋） 
（神居町富沢278－2） 

■直売情報 

 ・期間 4月下旬ｰ10月上旬 

 ・営業時間 7:00～(売切次第終了) 

 ・品目 新鮮野菜 

     スイカ，メロン(8，9月) 

 

夢民村・直売カフェMuu 
（西神楽1線17号） 

■夢民村収穫感謝祭 

(0166-75-6033) 
 ・日程 9月19日(予定) 
 ・料金申込 不要 
■直売情報(0166-75-3469) 
 ・期間 4月～ 
 ・野菜たっぷりのランチメニューやテイ       
    クアウト可能な デリカテッセン。 
    お米，パ ン，野菜の販売 
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