
　

～～～作り方～～～

１．ベーコンは１㎝幅に切り， 

ズッキーニはいちょう切り， 

ジャガイモは皮をむき， 

さいの目切りで堅めにゆがく。 

にんにくは皮をむきスライス 

する。 

 

 

 

２.フライパンを熱し，オリ  ３．耐熱皿に移し，チ－ズ 

ーブオイル，ニンニクを       をたっぷりかけ，180℃ 

入れ，香りが出たら１を       のオーブンで8分過熱し， 

入れて炒め，塩こしょうで  焦げ目が付いたら完成！ 

味を整える。    

    

 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 

    

 ■谷島  圭一■  

旭川市西神楽2線17号  

    298番地の76  

旭川市出身  

妻と２人家族。  

農作業は妻と母との３人。  

ささげ，スイートコーン，

ホウレンソウなどを生産。  

J A，市内スーパー，及び

市内直売所（不定期）に  

出荷。  

 

 

 

就農したきっかけ 

 祖父母が農業を営んでいたこともあり，幼少の頃から農作業の手伝いをするなど農業

が身近にありました。当時から農業にあこがれを抱いており，将来は農業者となる決意

をしていました。 

就農までの経緯 

 大学生の頃に就農相談を受けた際，まず資金が無ければ就農ができないとわかり，大

学を卒業後，就農するための資金を２年間で蓄えた後，東川町で研修をスタートしまし

た。東川町で４年間の研修の後，条件の良い農地が見つからず就農までに時間を要しま

したが，平成２５年に西神楽に就農し，今年で３年目を迎えました。 

生活の変化 

 繁忙期は朝３時半から農作業を行っていますので，早起きになりました（笑）。自分

のペースで仕事を進められることが良い反面，自然を相手にする仕事なので思うように

いかないこともありますが・・・。また，農業を始めたことを機に，消防団などの地域

活動に参加し，活動を通じて地域の方々との繋がりを大切 

にするよう心がけています。 

これからの夢・目標 

 規模拡大し，現在栽培しているスイートコーンの作付 

面積を増やし，アスパラなど新しい作物にも挑戦してい 

きたいと思っています。また，自宅も国道に面している 

立地を活かし将来は直売所を開設したいと考えています。 

 

 今回はピックアップでご紹介した「旭川あらかわ

牧場」の荒川えりさんに教えていただいた「夏野菜

とチーズのオーブン焼き」をご紹介します。 

 ぜひ，「旭川あらかわ牧場」のチーズを使って，

作ってみてください♪ 

 チーズは，種類を問わず市販されているもの（ピ

ザ用チーズなど）でもOKです。 

 

～～～材料（４人分）～～～ 

・ズッキーニ  黄，緑・・・各半分 

・じゃがいも・・・３個 

・ベーコン ・・・４枚程度 

・にんにく ・・・３片 

・パセリ  ・・・適量 

・オリーブオイル・・・大さじ２ 

・塩こしょう・・・少々 

・あらかわ牧場「ナチュラルチーズ ミルクの黄」 

       ・・・１００ｇ 

くだもの狩りカレンダー 

※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 

レシピコーナー 

   ささげ 

りんご ○ ○ ○○

なし ○ ○

ぶどう ○ ○

上

旬

中

旬

下

旬

プルーン ○

下

旬

○

○

○

9月 10月

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

近澤果樹園 神居町西丘１９６－２ ７２－２４４３ ○ ○ ○

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４２３－４ ６２－６２３３ ○

○ ○ ○ ○

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

○ ○ ○ ○

② 林果樹園 神居町神居古潭５０－２５ ０９０－５７２４－７０３８ ○ ○

①

神居古潭

ふじくらますも果樹園 神居町神居古潭８６ ７２－２２６２ ○

○ ○

③ 水澤果樹園 神居町神居古潭６２－６ ７２－２１２５ ○

住　　　　　　所 電　　　話
くだもの種類

直売
プルーン なし ぶどう りんご

地図

Ｎｏ.
地区 果　樹　園　名



 

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

■アロニア収穫体験     ■直売情報 

・日程 9月5日(土),6日(日)  ・品目 寒豚肉(しばれぶたにく), 

・料金 入場料無料          野菜全般,アロニア製品 

■アロニア収穫体験      ・期間 5月1日ｰ10月末 

・期間 8月20日ｰ9月20日     （月曜定休日） 

・料金 850円/1㎏ 

 

榊原農場/0166-62-6010 

（神居町上雨紛56-3） 

■野菜全般のもぎ取り，販売 

・品目  レタス・きゅうり・ 

     トマト・ナス・ 

           とうきびなど 

 

夕市 /0166-75-4884(加齢美会 影近) 

（西神楽農業構造改善センター/ 

西神楽南2条3丁目250ｰ144） 

■野菜全般の販売 

・期間 6月ー10月 

 （毎週木曜日） 

 

きてみて☆農村life 
～旭川市グリーン・ツーリズム情報誌～ 

旭川あらかわ牧場 

【第２２号】平成27年9月発行 

※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 １１月６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９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 
 こんにちは、最近やっと夏らしい天気になってきまし
た。6月と7月前半の低温と日照不足には本当に参りまし
た。人間の力ではどうにも出来ないので，ただただ祈る
だけです。今年は僕が米農家に戻って1４年目になります
が今までで最低の年になるのは間違いないと思います。
やっぱり天気相手の商売は怖いなと改めて実感する秋に
なりそうです。 

←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。 

MAP 

MAP 

今回のピックアップでは，江丹別町拓北で酪農業を営む

「旭川あらかわ牧場」の荒川忠基さん・えりさんご夫婦

と息子さんの求さんにお話を伺いました。 

 

――荒川さんが酪農家になられた経緯を教えていただけ

ませんか？ 

荒川（忠）：私は鹿児島県に生まれ、青森県で育ちまし

た。その後，北海道酪農学園大学を卒業し，江丹別に移

住。３０代で酪農業を始めました。その後友人と兄の3人

で（有）オサラッぺ牧場を設立し、今ではそれぞれが独

立して酪農業を営んでいます。 

荒川（え）：独立した当時，家が必要となったのですが，

自家施行で建設したんですよ。（一同驚愕） 

 

――１日の作業の流れを教えていただけませんか？ 

荒川（忠）：朝は4時半に起床，5時から牛舎作業を始め

ます。餌やり，清掃，搾乳（乳搾り），放牧を行い，9時

に朝食。日中は牧草作業や酪農体験の受入など，日に

よって仕事内容は変わります。17時から再び牛舎作業を

21時まで行い，就寝は23時頃ですかね。毎日餌やり，搾

乳をしなければいけませんので，当然休みはありません。

先日，10数年ぶりに2泊3日で東京に行きましたが，シャ

バに出るのもたまにはいいもんですね（笑）。 

 

――あらかわ牧場の牛乳についてお聞かせくだい。 

荒川（求）：当牧場で搾乳された生乳は２日に１回，市

内のミルクターミナルへ運び，調整，出荷されます。 

 牛乳は牛の体調や時期によって，乳量や味，色が変わ

ります。ちなみに夏は青草を食べたり水をたくさん飲む

ため脂肪分が低くなり薄味で，冬は水分の少ない干し草

を食べるため脂肪分が高くなり濃い味になるんですよ。 

 

――あらかわ牧場では農家民泊，酪農体験など，各種

様々な都市と農村の交流活動に取り組まれていますね。 

荒川（え）：私たち夫婦には3人の子どもがおりますが，

幼少時から多くの人と出会い交流し，様々な考え方を知

る事は子どもにとって大変貴重な経験だと考えていまし

た。しかし，仕事がら外出がなかなかできないため，そ

れならお客さんに牧場に来て貰おうと考えました。先ず

始めたのが，農家民泊。それから地域の保育園の酪農体

験の受入れなどを行い，多くの人と交流していくなかで，

子ども達の成長はもちろん，酪農業を営む私たちにとっ

ても非常に有意義な取組だと感じ始めました。その後，

酪農教育ファーム認証牧場，酪農教育ファームファシリ 

 

テーター（酪農教育活動を 

行う）の資格をとり，酪農 

体験メニューを充実させ， 

現在では旭川市民農業大学 

及び子ども農業体験塾などに携わり，市民の方々に食や命

の大切さを伝えています。 

 

――最後にチーズの加工・販売についてお聞かせくだい。 

荒川（求）：父親が自家用にチーズを作っているのを見て

チーズ職人に興味を持ったのがきっかけです。大学を卒業

後，本州などでチーズ作りの修行を積んだ後、2013年に

チーズ工房を設立しました。商品化にあたっては修行時代

に学んだ知識はもちろん，父親が長年作ってきた加工方法

も取り入れ，昨年は北海道主催の「北のハイグレード食品

＋2015」に選定されました。このチーズの最大の特徴は、

自宅の冷蔵庫で熟成させられることです。チーズは食べる

時期によって風味が異なるのが面白いところですので、そ

れを自分の好みで選んでお召し上がりいただけます。 

ぜひ，お試しください。 

 

旭川あらかわ牧場 
旭川市江丹別町拓北582-4 

電話：0166-73-2107 

ＨＰ：http://www7.plala.or.jp/FarmShop-Ila/index.html 

酪農体験メニュー 
農家民泊 8,500円/人(大人) 

     4,500円/人(小学生) 

               1,000円/人(3歳以上幼児)3歳未満無料 

搾乳体験   1,000円/人 

乳加工体験 バター作り               700円/人 

      アイスクリーム作り 2,500円/1セット 

      チーズ作り            5,000円/回 

                  ミルクジャム作り   3,000円/回 

      生キャラメル作り   3,500円/回 

 
 

 

 

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月下旬 

・営業時間  7:00～売切次第終了 

      ※金曜不定休 

・品目 野菜全般，お米， 

    ソフトクリーム， 

    自家製パン 
 

MAP 

※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。 

MAP 

 

たいせつ農産物直売所/ 

0166-57-2141 

（東鷹栖1条3丁目） 

■直売情報 

・期間 通年（月曜定休日） 

■平成27年産新米フェア 

・期間 9月中旬 

MAP 

 

谷口農場/0166-38-6336 

(東旭川町225) 

■大雪の恵み収穫祭 

・日程 9月6日（日） 

■新米まつり 

・日程 9月26日(土) 

■稲刈り体験 

・日程  9月26日(土),27日(日) 

・料金  大 人 800円     

           子ども 400円 

■ピザ作り体験 

・日程 11月28日ｰ10月末 

    （月曜定休日） 

■鏡もち・大福作り体験 

・日程 12月26日(土) 

                  ,27日(日) 

■完熟トマトのもぎとり 

・期間 6月13日～未定 

    9:00～18:00（無休） 

■まっかなトマトCAFE 

・営業時間  11:00～15:00 

         （月曜定休日） 

・品目 フレッシュトマトの 

    冷製パスタ 

    農場マルゲリータなど 

  

 

 

MAP 

 

夢民村・直売カフェMuu/ 

0166-75-3469 

（西神楽1線17号） 

■夢民村の実りフェスタ 

・日程 7月18日（土） 

 10:00ｰ16:00 

■夢民村収穫感謝祭 

・日程 9月19日（土） 

 10:00ｰ16:00 

MAP 

MAP 

MAP 

 

旭川あらかわ牧場グリーンチーズ  

左から  
★コクの赤  
★ミルク風味の黄  
★マイルドの橙  
★香燻の茶（スモーク）  
各200g  

販売先 

★旭川あらかわ牧場 
★ファームショップＩ l'a(アイラ) 
★農産物直売所あさがお神楽店 
 

MAP 


