
 【第３号】 
～旭川市グリーン・ツーリズム情報紙～ 

 

■■■■■ イベント情報 ■■■■■ 

 

【８・９月のイベント】（※日時は予定です） 

○ 親子ふれあい農業体験（里山体験） 

日程：８月 ５日（日） 

場所：森の小径ファーム（東旭川町豊田） 

 詳細：こうほう７月号 

申込：旭川市中央公民館（電話 31-5218） 

○ 子供アイスクリーム作り体験 

日程：８月 ７日（火）13：30～16：00 

   ８月 ８日（水）13：30～16：00 

 場所：旭川市農業センター 農産加工室 

 詳細：こうほう７月号 

  申込：旭川市農業センター（電話 61-0211） 

○ トマトジュース作り体験 

 日程：８月１７日（金）13：30～16：30 

    ８月２３日（木）13：30～16：30 

 場所：旭川市農業センター 農産加工室 

 詳細：こうほう７月号 

 申込：旭川市農業センター（電話 61-0211） 

○ 子供農業体験（２回目 収穫体験）  

日程：８月下旬 

 場所：旭川市農業センター ほ場 

詳細：こうほう５月号 

申込：旭川市農業センター（電話 61-0211） 

○ 子供農業体験（３回目 ﾄﾏﾄ収穫･ｼﾞｭｰｽ作り） 

日程：９月 ２日（日）13：00～16：30 

 場所：旭川市農業センター 農産加工室 

詳細：こうほう５月号 

申込：旭川市農業センター（電話 61-0211） 

○ 親子ふれあい農業体験（稲刈り編） 

日程：９月中旬 

場所：請川農場（東旭川町上兵村） 

 詳細：こうほう７月号 

申込：旭川市中央公民館（電話 31-5218） 

■■■■■ 旬な野菜たち ■■■■■ 

旭川産野菜の出荷時期や，季節の野菜をお知らせ 

～ 旭川産の出荷野菜・果物 ～ 

○通 年：みつば，春菊，パセリ，ねぎ， 

こねぎ 

～ この時期の野菜・果物 ～ 

トマト・スイカ・スイートコーン・かぼちゃ・

メロン・ほうれんそう・かぶ・ごぼう・なす・

ピーマン・ししとうがらし・いんげん・とうが

ん・じゃがいも・りんご・プラム・ぶどう・プ

ルーン ｅｔｃ… 

 

■■■■■■ 編集後記 ■■■■■■ 

きてみて☆農村lifeの第３号を発行すること

ができました。 

農業トピックスでは「地産地消」を特集しま

した。 

日頃はあまり意識はしていないかもしれませ

んが，私達にとって安全・安心な農産物を口に

することは，健康を維持するために非常に重要

な役割を担っています。 

これを読んで少しでも食べものと体の関係な

どについて考えていただき，皆様の健康につな

がればと願っております。 

読みやすく楽しい内容にしていきたとい思い

ますので「こんなこと知りたい」等の要望など

がありましたら気軽にご連絡くださいね！ 

（谷口） 
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■■■■■ ピックアップ ■■■■■ 

都市農村交流に取り組む市内農業者を紹介します 

山川のうえん（代表 山川 八重子：写真左） 

 山川のうえんは，永山の北海道上川支庁庁舎

近くに位置し，八重子さんは３代目として米を

中心に，大豆，小麦の作付のほか，自宅すぐ横

に「かあさん工房」を作り，農産加工について

も積極的に行っています。 

自分のほ場でとれた大豆を使った豆腐や味

噌，つけものを製造し，毎週土曜日（8:00～ 

12:00）販売を行っており，特に豆腐は安くて

ボリュームがあり，大変おいしいと評判です。 

 また，グリーン・ツーリズムの取組として， 

農業体験（田植え・稲刈り）や加工体験（豆腐・

味噌・つけもの）も行い，原料生産だけをやっ

ている農業から，不可価値ある製品づくりをす

ることにより，また違った角度からの消費者の

反応や評価が，山川さんにとって農業を続けて

いく上での大きな喜びであり，生きがいとなっ

ています。 

 常に“地産地消”を意識し，お米の直売もや

っておりますので，ぜひお立ち寄りください！ 

山川のうえん 永山町１０丁目２８０ 

電話／FAX ４８－６３８９ 

■■■■■ がんばる仲間 ■■■■■ 

～ 市内農業団体の活動を紹介します ～ 

旭川農業２世紀塾 

 旭川農業２世紀塾は，市内の若手農家を中心

に農業・農村の活性化を推進する地域リーダー

の育成を目的に，平成３年に設立されました。

 活動は塾生主導で行っており，農業生産に限

らないユニークな発想と綿密な企画，多彩な人

脈をもとに，様々な活動を行っており，現在も

塾生１０名が毎月定例会を開き，情報交換や時

代に先駆けた農業に対する学習と先駆的なアプ

ローチを考え活動しています。 

 その中でも，農村社会の女性の地位向上と意

欲を育てる「旭川農村婦人大学」の設立や，年

間を通して農業体験を行い，体験者に農業を理

解してもらう「旭川市民農業大学」「子ども農業

体験塾」の設立は，市民などの支持を得て多く

の成果をあげています。 

 昨年は廃校利用や旭川市長とまちづくり対話

集会などを行うなど，農村から旭川の豊かな 

“まちづくり”を発展させようと頑張っていま

す！（興味のある農業者は事務局まで） 

問合先 （事務局）旭川市農政課経営相談係 

担当 山口  ＴＥＬ ２５－７４１７ 

旭川市長との懇談時の写真（中央は市長） 



■■■■■ 農業トピックス ■■■■■ 

その時々の農業に関する話題を提供していきます。 

地 産 地 消 

 “地産地消”とは，地元でとれたものを地元

で消費するという意味ですが，具体的にどのよ

うなものなのでしょうか？ 

 まず，生産者がすぐ近くにいるわけですか

ら，「顔が見える」という安心感があります。 

 最近，減農薬や減化学肥料などをうたった農

産物が流通されていますが，実際にどのように

作られているか，近くに水田や畑があればわか

りやすいというメリットがあります。 

 次に，その土地の水や空気，天気によって育

った農産物ですから，旬のものをいち早くおい

しくいただけます。 

 また，日本は世界一の食糧輸入国で，食料自

給率はなんと４０％しかありません。そのほか

の６０％の農産物を外国から輸入する際に，船

や飛行機の燃料など，多くのエネルギーが使わ

れ，環境への影響も懸念されます。 

さらに，世界の人口がどんどん増えていく

と，現在のように容易に食料を輸入出来なくな

る可能性があります。 

 そうなった時のために，今のうちから自分の

国の農産物を消費するという考えをしっかり

もっておくことは，将来に向けて非常に重要な

こととなっていくと思います。 

 旭川市でも農村ドライブラリーや農業まつ

りなど，地産地消に係る事業を実施しておりま

すので，参加してみてはいかがでしょうか！？ 

 

 

■■■ あさひかわ農村探検隊 ■■■ 

～・～ 東旭川地区 ～・～ 

 東旭川地区は，のどかな水田風景が一帯に広

がり，近くには旭山動物園が位置します。秋に

は果樹のもぎとりを行うことが出来るところも

あるので，家族そろって出かけてみてはいかが

でしょうか！？ 

○ 果実の森 南観光果樹園 

旭山動物園に近接。「果物の森」では，ぶど

うやりんごなど品種も豊富に育てています。 

サクランボ狩り：7月上旬～下旬 

ぶどう狩り：９月中旬～１０月中旬 

りんご・梨の受付は７月末まで 

10:00～日没 シーズン中は無休 

東旭川町倉沼 155 

電話 36-3860，FAX 36-2527 

○ 西島農園 

ハウスの中ではピーマンがつやつやと育っ

ています。 

自宅 FAX で事前に予約して頂ければ，青・黒

大豆の豆腐・漬物・味噌なども買えます！ 

もぎとり（とうもろこし，トマトなど）要予約 

わら細工（しめ飾り，草履作りなど）要予約 

東旭川町豊田 15-8，電話/FAX 36-3867 

○ 古屋農園 

米・野菜の直売「旬の市」。修学旅行や幼稚

園の体験受入もやっています！ 

直売所「旬の市」 ７月～９月 

農作業体験・わら細工（要予約） 

東旭川町豊田 396-2， 

電話 76-2668，FAX 76-2252 

 
○ 請川農場 

お米の直売や，とうもろこしなど農産物のも

ぎとりをやっています！ 

東旭川町上兵村 395 

電話/FAX 36-2239 

 

 

○ 菜ん野花ん家（なんやかんや）ふぁーむ 

８月上旬まで野菜やとうもろこしの直売を

やっています。 

５月中旬～８月上旬 10:00～17:00 

野菜直売：５月中旬～８月上旬 

とうもろこし直売：７月中旬～８月上旬 

メロン直売：７月中旬 

いちご狩り：５月中旬～６月中旬 

東旭川町日の出 13-15 

電話/FAX 36-7785 

 

○ 谷口農場 

 永年有機農法に取り組み，お米をはじめ，有

機 JAS 栽培トマト，低農薬野菜を直接販売して

います。直売所，レストランを併設し，季節メ

ニューの提供や農業体験もできます。農場内で

作るフレッシュトマトジュースも人気です！ 

トマトもぎとり：６月～１０月 

イモ堀り：８月下旬～９月中旬 

（そのほかの体験メニューもあります） 

レストラン・直売所：6月～8月 9:00～18:00 

       4，5，9 月～11 月 9:00～17:00 

無休(11 月上旬～4月下旬まで休み) 

※ レストランの食事は 11:00 から 

ランチタイムは 11:00～14:00 

(土・日・祝は 15:00 まで) 

東旭川町共栄 255， 

電話 37-9933（レストラン） 

38-6336（直売店） 

FAX  33-3048（事務所） 

○ 旭川２１世紀の森 

展望台，遊歩道，各種宿泊施設（バンガロー，

ログハウス，タルハウス），サッカー場，パー

クゴルフ場，キャンプ場などがあります。 

５／１～11／30（施設によって違うので，お問

い合わせください） 

受付時間 9:00～17:00 

東旭川町瑞穂 

電話/FAX 76-2001（森林学習展示館） 

電話 76-2454（総合案内所） 

電話 76-2108（ログハウス・タルハウス） 



 


