
 【第４号】 
～旭川市グリーン・ツーリズム情報紙～ 

 

■■■■■ イベント情報 ■■■■■ 

 

【10・11月のイベント】（※日時は予定です） 

○ 子供農業体験（４回目 加工調理実習） 

日程：１０月中 

 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） 

○ ときめき隊料理教室 

 日程：１０月１１日（木）13：30～16：00 

 場所：旭川市農業センター 農産加工室など 

 詳細：こうほう９月号 

 申込：旭川市農業センター（電話 61-0211） 

○ 家庭果樹剪定講習会（ぶどう等の剪定） 

日程：１１月６日（火）13：30～15：30 

 場所：旭川市農業センター ホール 

詳細：こうほう１０月号 

申込：旭川市農業センター（電話 61-0211） 

○ ときめき隊料理教室  

日程：１１月１３日（火）13：30～16：00 

 場所：旭川市農業センター 農産加工室など 

詳細：こうほう１０月号 

申込：旭川市農業センター（電話 61-0211） 

○ 味噌作り体験 

日程：１１月２１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１０月号 

申込：旭川市農業センター（電話 61-0211） 

■■■■■ 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 ～ 

だいこん・にんじん・かぼちゃ・キャベツ・ほ

うれんそう・はくさい・かぶ・ごぼう ｅｔｃ

… 

 

■■■■■■ 編集後記 ■■■■■■ 

きてみて☆農村lifeの第４号を発行すること

ができました。 

農業トピックスでは「旭川のお米」を特集し

ました。 

昔は北海道のお米といえば，安いけどおいし

くないイメージでしたが，最近は安いのにおい

しい！に変わってきています。 

これを読んで少しでも私達が住んでいる地域

で収穫されたお米を食べて，おいしさを再発見

していただければと思っています。 

年４回発行してきた本紙も，今回で最終回と

なりますが，読んでみての感想などをいただけ

れば励みになりますので，ぜひみなさんの声を

お聞かせください！ 

（南） 
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※ 本紙に係るお問合せ 

旭川市農政課（電話 25-7417） 

 

■■■■■ 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 

オサラッペ牧場（代表 荒川 信基・恵美子） 

 荒川さん夫妻は３０年前から現在の土地に

新規入植し，当初は肉用ホルスタインの雄牛の

育成・販売を行っていましたが，ホルスタイン

の育成方法自体に疑問を感じていたそうです。 

 ホルスタインは本来搾乳用の牛なので，肉牛

にするには穀物飼料をたくさん与える必要が

あります。しかし，その飼料の多くが遺伝子組

み換えでありました。そんな中，平成７年に短

角牛に出会い，現在ではレストランの裏山でな

るべく自然に近い肥育を心がけ牧草は堆肥の

みで化学肥料は一切使わずに放牧しています。 

 霜降り肉の評価が高い日本では，赤みの多い

短角牛の肉は最初はなかなか理解はされませ

んでしたが，肉自体にうま味があるとの声が次

第に多くなり，最近では人気が出てきました。 

ゲストハウスで短角牛を使ったビーフカレ

ーや焼肉も提供しており，＜田舎と街＞＜生産

者と消費者＞＜障害者と健常者＞＜地域交流

＞をテーマにして多くの人々との交わりを大

事にしたいと思っていますので，是非お立ち寄

りください！ 

オサラッペ牧場 江丹別拓北１１１－６ 

電話/FAX 73-2333 

■■■■■ がんばる仲間 ■■■■■ 

～ 市内農業団体の活動を紹介します ～ 

Ｐｅａｓ（ピース） 

 Ｐｅａｓは，旭川市内と近郊の農家のお嫁さ

んの仲間づくりの場として平成１６年に結成し

たサークルで，現在の会員数は１１名です。 

 会の名称は，えんどう豆の英名「Ｐｅａ」（若々

しさ）と平和の「ピース」に由来しており，若

いメンバーで楽しく活動していこうと，メンバ

ーが名付け親になりました。 

夏期は農家レストランや会員ほ場の視察研

修，冬期は食品の加工実習や野菜栽培の勉強会

など，幅広く農業技術や農村生活の向上を目指

して活動しています。 

 日頃は農作業や子育てで多忙なメンバーです

が，Ｐｅａｓの活動はとても楽しいと，皆さん

積極的に参加しています。一歩家を出て，一緒

に勉強出来る仲間がいることが良い刺激になっ

ているようで，時には子供さんと一緒の参加も

あり，にぎやかな会です。 

 これからも将来を見据えて，実生活に活かせ

る技術習得のため活動を展開していきます。 

問合先 （事務局）上川農業改良普及センター 

担当 千川  ＴＥＬ ８４－２０１７ 



 

■■■■■ 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。 

旭川のお米 

旭川市は大雪山の山々に囲まれ，大雪山を源

とする河川が豊富な雪解け水を運ぶ恵まれた

環境にあります。盆地のため，昼夜の寒暖の差

が大きいため，デンプンが蓄えられたおいしい

お米が育つからです。 

また，涼しい気候や低い湿度のため，本州に

比べ病害虫の発生が少ないため，農薬の使用が

少なくても済むのも利点です。 

平成１８年の米作付面積は６，３３０ｈａ，

収穫量３８，８００トンとなっており，皆さん

が１年間に食べる米の量を１人当たり６１．４

㎏で計算すると，約６３万人分の米を市内で生

産したことになります。 

旭川を代表するお米には，農協等で構成する

「旭川米生産流通協議会」でおいしさを追求す

るために品質の統一基準を作った旭川地区の

統一ブランド米「大雪山見て育ったの」があり

ます。 

おいしさの目安である「タンパク含有率を

６．８％以下」，炊きあがりのムラがないよう

に「整粒を８０％以上」に設定した選りすぐり

のお米です。 

 

また，生産者集団が統一した栽培基準に基づ

き，農薬と化学成肥料の使用を一般栽培より減

らし，環境に配慮した「北のクリーン農産物表

示制度」ＹＥＳ！ｃｌｅａｎの認証を受けたお

米も市内で販売されていますので，是非ご賞味

ください！ 

■■■ あさひかわ農村探検隊 ■■■ 

～・～ 東鷹栖・永山・西神楽地区 ～・～ 

 各地域にグリーン・ツーリズム施設がいっぱ

いありますので，家族そろって出かけてみては

いかがでしょうか！？ 

○ わくわく畑ランド布施 

籾殻の発酵堆肥使用し，人にも土にもやさし

い作物作りを心がけています。 

米をはじめ高糖度のメロン，完熟トマト，と

うもろこし・ミニかぼちゃ・じゃがいも・玉ね

ぎなどを直売や地方発送しています。 

また，自分の畑で採れた大豆で豆腐を，地場

産小麦でパンを加工・販売しています！ 

メロン 7 月～8月上旬 

トマト 6 月 20 日～8月中旬 

農産加工販売 毎週土曜日 10:00～15:00 

       （5 月，9月休み） 

農産加工体験 通年（要予約） 

東鷹栖３線１５号 

電話/FAX 57-2516 

○ 大和納華 

地元産の「おぼろづき」などの無洗米や米粉

などの通信販売を行っていますので，ぜひホー

ムページをご覧ください！ 

東鷹栖３線１９号 

電話 57-2455 

http://www.yamatonohana.com/ 

 ○ 鷲尾農園 

いちご狩り，トマト狩り，直売（とうもろこ

し，スイカ，その他野菜）。減農薬，魚のエキ

ス，酵素，カルシウム等による栽培で，安心で

甘いイチゴやトマトです。 

いちご 6 月上旬～7月上旬 

トマト 6 月中旬～10 月 9:00～17:00 

東鷹栖３線１１号 

電話 57-5079，FAX 57-2275 

○ 屯田の里 

各種商品（屯田みそ，屯田しょう油，みそラ

ーメンスープ，豆腐，季節野菜の漬物）は，自

家生産した米（ほしのゆめ１００％）・大豆等

を原料に手作りで生産しており，添加物は使用

しておりません。 

毎週金・土曜 10:00～15:30 

永山町１５丁目 

電話/FAX 48-8681 

○ 宮崎農園 

いちご狩り（入園料：幼児５００円，小学生

以上７００円）と野菜等直売。休憩所を利用す

る方で１０名以上の場合のみ要予約になりま

す。栽培については特に安全に注意して，有機

質の肥料をできるだけ使用し，低農薬で栽培し

ています。 

６月中旬～７月中旬 無休 

8:00～19:00（大雨の場合を除く） 

永山町９丁目 68-5 

電話/FAX 46-0939 

○ かあさん工房 

自分の畑でとれた大豆を使った豆腐やみそ，

漬物を販売しています。 

農産加工販売：毎週土曜日（１月のみ休み） 

8:00～12:00 

農産加工体験：通年（要予約） 

農業体験：５月～９月（要予約） 

永山町１０丁目 280 

電話/FAX 48-6389 

 

○ 上野ファーム「丘のふもとの小さな苗屋」 

 お米・花苗の販売と，北国向けにアレンジし

た約２０００坪のガーデンを公開しています。

ショップ「丘のふもとの小さな苗屋」では，宿

根草を中心とした花苗が購入でき，古い牛舎の

カフェではおいしいソフトクリーム等のデザ

ートも楽しめます。 

５月～９月 月曜定休（冬季休業） 

10:00～17:00 

永山町１６丁目 186 

電話 47-8741，FAX 47-8731 

http://uenofarm.jugem.jp/ 

○ やっぱ（野菜）２３７ 

地域で採れた農産物や加工品を，地域に詳し

い者で有人販売をしています。 

９月下旬～１０月上旬には新米まつりを開

催するので，新米をいち早く味わえます！ 

６月～10 月 9:00～18:00 

11 月～５月 第 2・4日曜 11:00～15:00 

西神楽２線２４号（ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ麦わら帽子横） 

電話/FAX 74-2007 

○ 西神楽夢民村 

市内無料宅配：火・金曜（要予約） 

各種イベント，野菜等宅配，お酒の製造・販売 

西神楽３線１８号 

電話 75-6033，FAX 75-6035 

http://www.muminmura.com/ 


