
　

くだもの狩りに 

でかけよう！ 

    

※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。 

   ささげ 

 
とみはら自然の森/ 
0166-25-7459 
   (旭川市農林整備課耕地林務課係) 
 （江丹別町富原) 
 
■春の野草自然観察会 
 ・日時 5月中旬 
 ・料金 無料 
  ※要電話申込 
 
■きのこ栽培講習会 
 ・日時 5月下旬 
 ・料金 無料 
  ※要電話申込 

 
旭川あらかわ牧場/ 
0166-73-2230(江丹別公民館) 
 (江丹別町拓北582-4) 
 
 
■オープンファーム 
 ・日程 7月24日(日) 
 
※詳細は市民広報６月号をご覧になるか,
江丹別公民館にお問い合わせ下さい。 

 
アロニアの里ピルカノ/ 
0166-63-6955(畠山) 
(神居町富沢519-1) 
 
■アロニア収穫祭 
 ・日程 9月4日(日) 
 
■アロニア収穫体験 
 ・期間 8月下旬-9月中旬  
 ・料金 900円／1Kg 
  
■直売情報 
 ・期間 5月上旬-10月  
 ・品目 野菜全般・アロニア製品・ 
     山菜・豚肉 

 
旭川まちなかマネジメント協議会/ 
0166-22-0005（旭川まちなかマネジメント協議会事務局） 
または 0166-74-6618(交流館ショップ) 
（５条通７丁目旭川フードテラス2階） 
 
■まいど！朝市 
 ・期間 7月9日(土)-9月3日(土)  
     毎週土曜(全9回）8:00～11:00 
 ・場所 7条通右,買物公園 
 ・品目 近郊農家さんの新鮮野菜,農産加工品 
       ・花き・もち・パン等 
 
 

■水曜市 
 ・期間 通年・毎週水曜日 
       11:30～12:30 
 ・場所 ５条通7丁目左 
     旭川フードテラス1階 
 ・品目 地場の生鮮野菜・農産加工品 
    ・くだもの等 
 
 

 
ソフトクリームのくら/ 
0166-62-6202 
 (神居町富沢278-2) 
 
■直売情報 
 ・期間 ４月下旬-10月下旬 
 ・営業時間 9:00～18:00  
  ※金曜日不定休 
 ・品目 ソフトクリーム・パン・野菜
一般・ゼリー 
 

 
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－7月25日 
 ・料金 大人 1,000円 
             子ども料金有 
■ぶどう狩り 
 ・期間 9月10日－10月20日 
 ・料金 大 人 900円 
         子ども料金有 
■直売情報 
 ・期間 7月-11月 
 ・営業時間 10:00～17:00 
 ・品目 ブルーベリー・プルーン・ 
    りんご・ぶどう・梨   

 
夢民村・直売カフェMuu/ 
0166-75-6033 
   (㈱北海道夢民村) 
0166-75-3469 
   (夢民村・直売カフェMuu) 
（西神楽1線17号） 
 
■夏の実りフェスタ（仮称） 
 ・日程 7月16日 
          （変更の場合あり） 
 ・料金申込 不要 
 
■収穫感謝祭 
 ・日程 9月17日 
          （変更の場合あり） 

 
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-10月始 
    日曜日11時～12時 

 
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 
 
■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 
 
※要電話申込 
※詳細は市民広報をご覧ください。 

 

さくらんぼ ブルーベリー プラム プルーン なし ぶどう りんご
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クリーマリー農夢/ 
0166-62-9380（佐竹） 
（神居町上雨紛539-9） 
 

■夕方の搾乳をいっしょに体験しましょう 

 ・期間 5月-9月（定休日 水・木曜日） 

 ・料金 クリーマリー農夢のHPより 

     ご確認下さい 

 ※お問い合わせ・申込は,クリーマリー農夢 

  のHPからEメールで 
 
  
 

■直売ショップ MILK BAR 

 ・期間 通年（定休日 水・木曜日） 

 ・営業時間 9:00～16:30 

 ・品目 牛乳・ヨーグルト・チーズ・ 

 アイス・パン・クッキー・プリン…etc. 

 

■年に２日間だけソフトクリームフェア 

 ・場所 直売ショップ MILK BAR 

 ・期間 8月13日(土),8月14日(日) 

       9:00~16:30 

 ・農夢のオリジナル牛乳ソフトクリーム  

 1本300円 
 
 
■夕方の搾乳見学 

 ・期間 8月13日(土),8月14日(日) 

             16:30～17:30  
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石蔵ダイニング 米蔵（マイハウス） 

※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２８年 ９月３０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２８年６月 

問 合 せ：うけがわファーム DEN-EN内 

            （電話 0166-36-2239 

               FAX 0166-86-3098） 

←携帯版はこちら 

アンケートのおねがい 

今回のピックアップでは，東鷹栖にある「石蔵ダイニン

グ 米蔵（マイハウス）」代表取締役 角（かど）さん

にお話しを伺いました。 

 

――「米蔵（マイハウス）」がオープンするきっかけは

何だったのでしょうか？ 

角：東鷹栖には一軒だけ小さい居酒屋さんがあったんで

すが，そこが閉店してしまい，夜にお酒が飲めて食事が

できるお店がなくなってしまったんです。そんな時，地

元の建築業者さんから「農家のみんなでお店を出したら

どうか」と提案があったことがきっかけで，地元の青年

農家の仲間達に声をかけたところ，８人が役員となって

「株式会社 東鷹栖シードホープ」を立ち上げ，その後

「石蔵ダイニング 米蔵」がオープンしました。 

 

――なぜ，お店の場所を石蔵にしたのですか？ 

角：役員である８人のメンバーが主に作っているのがお

米だったこと，また東鷹栖は水稲が盛んな地域であるこ

と，そして，この石蔵がもともと農協の倉庫で米蔵とし

て使われていたという，「米」でつながる物語があった

ことも，この場所を選ぶ決め手になりました。店内の梁

や壁などは米蔵として使われていた当時のままで，昔の

木材をそのまま生かしています。 

 

――「米蔵（まいはうす）」という店名には，どんな意

味があるのですか？ 

角：もともと米蔵として使われていた場所なので文字通

り「米の蔵」という意味もありますし，「マイハウス」

という当て字には皆さんに我が家のようにくつろいで過

ごしてもらいたいという意味も込められています。 

 

――「米蔵（マイハウス）」のお料理やメニューで，こ

だわっていることは何ですか？ 

角：野菜や米など，地場のものを使うことです。東鷹栖

はもちろん，地域全体の活性化につなげたいと考えてい

るので，自分たち役員だけの米・野菜だけでなく，地域

全体のものを使うというこだわりは，当初から変わって

ないですね。あとは，東鷹栖食品加工販売協議会の野土

花さんのトマトジュースですとか，農産物だけでなく加

工品もメニューに取り入れています。 

 また，定番メニューの他にも，旬の食材を使ったおす

すめメニューも常に何品か用意してます。 

（※店内には「○○（農家）さんのアスパラ」など手書

きメニューが！） 

 
――最後に，きてみて農村ｌｉｆｅの読者にメッセージ
をお願いします。 

角：地元のものや旬の食材を使ったリゾット，パスタ，

ピザを食べてみていただきたいです。特に，リゾットは

食べたことのない方でも，一度食べていただければ美味

しく召し上がっていただける自信があります。地場の食

材にこだわったメニューを，ぜひ一度食べてみて下さい。 

  

※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。 

レ ー ナ ー コ ピ シ 

ピクルス 

今回はピックアップでご紹介した「石蔵ダイニング 米蔵（マイハウス）」さんに，簡単に作れる

「ピクルス」のレシピを教えていただきました。 お好きな野菜で作ってみて下さいね♪ 
 

 
◎材料 
・好みの野菜 
 
   水    ２００ｃｃ 
   白ワイン ２００ｃｃ 
   酢    ２００ｃｃ 
Ａ  砂糖    １５ｇ 
   塩      ５ｇ 
   粒こしょう １０個 
   鷹の爪    １個 
  （あれば）ローリエ １枚 
    
１. 野菜を食べやすい大きさに切る。（乱切りやスティック

状など，お好みの切り方で） 

２．Ａを鍋に入れ，沸騰させる。 

３. 火を止めて，野菜を鍋に入れる。 

４. 粗熱をとって冷ましたら，冷蔵庫に入れる。一日置いた

ら完成。 

米蔵（マイハウス）さんでは，７月～８月にビアガーデ

ンがあるとのこと。また，石狩川フェスティバル（水

祭）や田んぼアートフェスティバルにも出店するとのこ

とです。最新情報は，ホームページを要チェック♪ 

 
石蔵ダイニング 米蔵（マイハウス） 
 
旭川市東鷹栖１条４丁目６３８－１４ 
営業時間： 
ランチ  １１：３０～１５：００ 
（定休日 火曜日） 
ディナー １８：００～２４：００ 
（定休日 火曜日，第1・第3月曜日） 

電話：０１６６－５７－６５７７ 
ＨＰ：http://sh-myhouse.com/ 

 
編集後記 
 

 森では，エゾハルゼミの声が，今を盛りと鳴り響き， 

季節の移ろいを感じるこのごろです。 

 さて，本誌は農業の魅力を伝えるべく，都市と農村 

の架け橋となろうと平成１９年３月に創刊され，この 

度，【24号】を発行するに至りました。諸般の理由 

で，次号から年一回のペースで発行する予定です。今 

後もグリーン・ツーリズムの促進と紙面充実のため， 

夢のある農業者の取組みに，農業の垣根を越えて，広 

く市民の皆さんの参加を願っております。 

写真は，玉ねぎ，にんじん，

きゅうり，かぶ，カリフラ

ワーを各１個ずつ使ってい

ピ ッ ク ア ッ プ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第２4号】平成28年6月発行 

 


