
きてみて☆農村 life 

     
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 

～旭川市グリーン・ツーリズム情報紙～ 

今回は、桜岡にご夫婦で就農して６年目の若い就農者、大井尚枝（たかえ）
さんにお話を伺いました。 
桜岡は、旭川市内東部の山あいに位置する地域です。取材を行った７月初

旬には、丘に白い花が咲き、のどかな雰囲気が漂う中に大井さんの農場「パ
ラダイスファーム」はありました。 

お話は、今回直売所として改装

した納屋で伺いました。自宅と納

屋は、古い建物を移築したもので、

大正時代に建築された納屋は、知

り合いの方が「移築しない？」と

声をかけてくれたのをきっかけ

に、東神楽から移築。最近の建築

では見られない太い立派な梁が目

を引きます。 

納屋は大工さんに教わりながら

自ら建築し、途中台風で傾きなが

らも、３年がかりで完成しました。

「楽しいですよ、自分でやるの

って」と明るく笑う尚枝さんの姿

を見ていると、好きなんだなあと

いう事が伝わってきます。 

尚枝さん自身が農業に関心を持つきっかけは、健太

郎さんと出会った場所でもある、大学の研究室でした。

専攻は化学でしたが、入った研究室には（何故か）

畑があり、「あれ？肉体労働なの？」と当初はとまどい

もありました。ところが、やってみると意外に面白く、

農業を熱心に語る教授に刺激を受けたこともあり、二

人とも「農業をやれたら」と思うようになります。 

農家になる方法が分からず一度就職した二人ですが

「やっぱり、農業をやりたい」と、３年ほど勤めた職

場を辞め、農業研修に入りました。農地を探していた

ところ、たまたま紹介を受けたのが桜岡の農地です。

桜岡の、のどかで山がちな感じがすっかり気に入り、

「いいところそうだなあと思って」今から６年前にト

マト農家として就農しました。 

桜岡の土は粘土質が強く、耕すと、ごろごろとした

感じになります。畑起こしを手伝ってくれた近所の方

が「この土は、ゴロンタだな、ゴロンタ」としきりに

言っていたのをヒントに、収穫したトマトは「ゴロン

タトマト」と名付けられました。  

（２ページに続く）

【第５号】平成20年７月発行 



 遊びに来て 
くださいね！ 

～ご案内～ 
 

パラダイスファーム 
旭川市東旭川町東桜岡50-1 

電話：36-5458 
土・日・祝日12:00～17:00 

 
http://www.goronta.net 

この７月からは、直売のスペースを増やし、加工も

始めました。直売所では、とれたての新鮮な野菜のほ

か、農場のライ麦を使った尚枝さん手作りのライ麦パ

ンも並びます。 

直接会って思いを伝えたり、逆に教えられたり、野

菜ネタで盛り上がったり「やってて楽しいなっていう

のがあるので」今後は直売に力を入れて行きたいと考

えています。作り手と買い手のお互いが伝え合い、そ

れが刺激となって、新たなアイディアも生まれて来る

ようです。 

苦労したことは？という問いには、「今のところ、特

に思いつかないんですよね。」「それよりも、楽しいな

あって思うことが多くて。朝起きて、天気が良いなあ

とか。」「こんなにのんきでいいんだろうか（笑）」と，

実に楽しそう。 

取材を行った納屋の中には、糸トンボやモンシ

ロチョウなどのお客さんが訪れ、のどかな雰囲気

を演出していましたが、チョウに向かって「卵産

まないでよ」と話しかける尚枝さんは、やはり農

業者です。 

今後の目標を聞いたところ、「今までイメージさ

れてきた農家と、ちょっと違う風になれたらなと

思って」「楽しく、それでいて経営もして、という

兼ね合いをうまく取りながらやっていくのが目標

ですね」と、しっかりした答えが返ってきました。

笑顔でほのぼのとした雰囲気の中にも経営者と

しての芯の強さを感じさせられました。 

 

直売所は土日祝日営業とのことですので、週末

のドライブがてら、足を伸ばしてみてはいかがで

しょうか。 

今年度で3年目を迎え、会の基盤も安定し、

少しずつ活動目標をクリアしながら、前に進ん

でいます。会の名前のとおり「アグリガイド」

が旭川に根付いた時に、旭川の農業・農村の魅

力が今より広く、深く伝わり、活性化していく

ことが期待されます。 

旭川アグリガイドネットでは、会員を随時募

集しています。興味のある方は、ぜひご連絡く

ださい！ 

連絡先：旭川市農政課経営支援係

 担当 茂木 25-7417

旭川アグリガイドネットのブログ： 

http://asaaguri.cocolog-nifty.com/ 

 旭川アグリガイドネットは、市の事業である旭川市

民農業大学（通称ＡＮＤ：Ｈ７～）の卒業生、ＡＮＤ

受入農家、その他会の目的に賛同する市民、道民の方

約60名で平成18年5月に発足した、農業活動ＰＲ・

ボランティア団体です。 

 主な活動としては、花菜里ランドの圃場を利用した

栽培実習（いも、大豆等）、旭川農業まつり等のイベ

ントボランティア、市内各地域の農家・農村の知識を

学んで紹介する「アグリガイド（農業・農村案内人：

今年度から認定開始予定）」等があり、活動の様子は

ブログでも公開しております。 

 会員の方々は、主婦、会社員、退職者など様々であ

り、それぞれが、農業に強い思いを抱いており、会の

運営にあたっての議論も活発に行われています。 

 

旭川アグリガイドネット 

     
が ん ば る 仲 間 

～市内農業団体の活動を紹介します～ 

ほじょう 



 
 
 

 
● アンケートに御協力ください ● 

  
アンケートに回答の方、抽選で 10 名様に「旭川の農産物詰め合

わせセット」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本紙を読んでの感想 

②農家直売所を利用したことがありますか 

③今後掲載して欲しい内容 

応募方法 アンケート回答，住所，氏名，電話番号を記入のうえ，

官製ハガキでご応募ください。 

 （応募先） 

〒070-8207 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２０年８月３１日（日） 

※個人情報は，当プレゼント発送以外に利用しません。

Ａ２とＡＳのメンバー 

ようになりました。相手は中心部の飲食店オーナー

です。僕らにないものをたくさん持っています。刺

激されない訳が無い。だんだんと楽しくなり結局大

道芸フェスティバルに露店を出しました。慣れない

ことで大変でしたが、とても楽しく、異業種交流の

大切さがわかったように思います。自分の殻に閉じ

こもるのではなく、違う所にも目を向け、吸収し、

自分を高めることがこれからどんな人でも大切な事

ではないでしょうか。 

ＡＳとの交流を通して今回参加したメンバーはと

ても成長したようにおもいます。 

これからも、もっともっと会議を重ね、旭川を盛り

上げるようなことができたら農業の未来はまんざら

でもないようにおもいます。 

（うけがわファームDEN-EN 請川幹恭）

あさひかわを食べよう！地産地消のススメ 
  

 旭川は都市部を農村地帯が取り囲む農業都市。ちょっ

と周りを見渡すと、地元の新鮮野菜が手に入ります。旭

川野菜は新鮮なだけではなく北海道が認めるクリーン

認証「YES!clean」を取得している品目が道内１なので

す。安全に気を使っている農家さんがたくさんいるとい

うこと。安全で新鮮、これは食べてみるっきゃない！ 

 旭川野菜はスーパーでも買うことができますが、農家

さんが直接商品を持ち込んだり販売したりする直売の

利用も、旭川ならではの買い方。市内の７カ所以上で朝

市や夕市が開かれていますし、ほぼ毎日あいている直売

所も13カ所以上、これに軒先の無人販売を加えると無

数にあります。日々の暮らしの中に、なじみの直売ポイ

ントをひとつ加えてみてはいかがでしょう。(直売ポイン

トは市のホームページやマップをみてくださいね）

 いきなり直売所を訪ねるのはちょっと・・・という

方は、ぜひスタンプラリーをご利用ください！市では

10 月 31 日まで「あさひかわ地産地消スタンプラリ

ー」を実施しています。市内５カ所の直売所と５つの

イベントを巡りスタンプを集めると抽選で旭川の新米

などが当たります。イベントにはお祭りも入っていま

すので、気軽に楽しみながら農家さんと農産物の勢い

を感じてみてくださいね。 

   ＊ラリーの用紙は上記直売所・イベントのほか

市役所，支所・公民館などで配布しています。

 （お問合せ 旭川市農業振興課園芸係 25-7438）

こんにちは！編集委員です。 

こんにちは編集委員のうけがわファームＤＥＮ－ＥＮ

の請川です。 

今日は僕が所属する旭川市農業青年の会Ａ２（Ａ２）

と旭川買物公園通り青年部（ＡＳ）の事を話したいと思

います。 

Ａ２とは旭川市内の農家の後継者集団で結構ユルイ感

じのイケメン集団（笑）。ＡＳとは今衰退しつつある買物

公園をなんとか盛り上げて旭川を元気にしようとがんば

っている買物公園付近の若手飲食店オーナーの集まり

で、Ａ２よりちょっと劣るイケメン集団（笑笑）。そんな

共通点のない二つの組織を今流行の異業種交流的な流れ

でマッチングしてくれたのが市の農政課です。 

担当の人は大変だったと思います。うちら農業者はは

っきり言ってわがままです。夏場は忙しくて異業種交流

なんて「めんどうくさい」の一言です。ましてや買物公

園で一緒にイベントをやるなんて全くありえない話でし

た。みんなからのブーイングを受け流しながら、だんだ

んと話が進んでいき、みんなで色々話しているうちに不

思議と参加したいと思う人たちが増え、最終的には４，

５人が中心となりＡＳとの話し合いを進めることが出来

ました。 

農業はとても閉鎖的と言うか、表に出ない職業です。

会議を進めていくうちに「それではいかん」と、思う 

Ａ２（エーツー）とＡＳ（アズ）との交流 



 

日 時       行 事 名      場 所        備 考      申込・詳細 

8/7(木) 
 
 
8/31(日)10:00～16:00 
 
 
9/23(火・祝)10:00～15:30 

七夕まつり 
 
 
旭川農業まつり 
 
 
こたんまつり 

6/25～8/20 
8:30～17:00 
 
6/10～10 月末 
 
 
6/26～10 月末 
毎週木曜日 
午前：11:00～ 
午後：16:00～ 
 
通年 
9:00～17:00 
（月曜定休日） 
 
 
 
7/1～11 月中旬 
 
 
5/31～10 月 
(土曜 9:00～) 
 
9 月中旬～ 
 
 
6 月中旬～10 月 
 
 
8 月下旬～9月 

（有）わくわく畑ランド
布施 
 
ＪＡたいせつ女性部菜
の花 
 
軽トラック市 
 
 
 
 
未ちゃん家 
み 

 

 
 
 
夢民村農産物直売所 
 
 
カムイまごころ市 
 
 
南観光果樹園 
 
 
ソフトクリームのくら 
 
 
アロニアの里ピルカノ 

東鷹栖 3線 15 号
 
 
東鷹栖 1条 3 丁目 
野土花直売所 
 
午前：永山 7条 4丁目 
せせらぎｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 
午後：永山 6条 14 丁目
第２永山団地 
 
東旭川町旭正 409 
 
 
 
 
 
西神楽 1線 17 号 
 
 
神居町雨紛 
農業センター前 
 
東旭川町倉沼 155 
 
 
神居町富沢 278 の 2 
 
 
神居町富沢 519-1 

赤肉メロン、完熟トマト、も
ぎとり新鮮野菜 
 
新鮮野菜の販売（週によって
パン・卵も販売） 
 
新鮮野菜直売 
※10～15 分で無くなりますの
でご注意ください。 
 
 
味噌・地物野菜低農薬無添加
の漬物。 
情報紙見た方、味噌１㎏以上
お買いあげの方に利尻昆布
(200 円)プレゼント！ 
 
夢民村自慢の米・野菜の直売 
 
 
季節の旬な野菜・果物の直売 
 
 
果物狩り…ぶどう 
直売…ぶどう・りんご・ﾌﾟﾙｰﾝ 
 
野菜、アイスなど無添加なの
で安全・安心 
 
アロニア収穫体験、直売 
（アロニア 1kg 当り 800 円） 

布施
57-2516 
 
山口 
57-4381 
 
矢萩 
48-6713 
 
 
 
高橋 
32-3602 
 
 
 
 
(有）西神楽夢民村
75-6033 
 
高橋スミ子 
75-5945 
 
南観光果樹園 
36-3860 
 
ソフトクリームの
くら 62-6202 
 
アロニアの里ピル
カノ(畠山)63-6955

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・谷口紅美子・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２０年７月 

問合せ：うけがわファーム DEN-EN 内（電話・FAX 36-2239）

編 集 後 記 

ブログ開設のお知らせ 

編集委員の普段着の言葉で，農業や日々の生活をお

伝えします。ぜひご覧ください！ 

http://den-en.biz/kitemite/ 

直 売 情 報 

期 間      直売所名           住 所         おすすめ情報等     連 絡 先 

※都市農村交流関係のイベント・直売情報があればお知らせください。次号（9月下旬発行予定）で紹介させていただきます。

（株）谷口農場
(東旭川町共栄255)
 
大雪アリーナ 
 
 
神居古潭公園 
（神居町神居古潭）

まっかなトマト
38-6336 
 
農業振興課 
25-7438 
 
実行委員会 
23-0090 

参加無料。キャンドル作り
や飲食は有料 
 
マーケット、食事、体験な
ど豊富なイベント 
 
アイヌの伝統芸能と地域
の農産物直売 

加工体験情報 
（有）わくわく
畑ランド布施 

・豆腐作り体験
・トマトジュース作り体験 

体験料：各 1,000 円 
※人数集まり次第実施 

申込・詳細：
布施 57-2516

通年（月～木） 
9:00～13:00 

今年は、４月下旬の高温で、サクランボが、

例年より約２週間早く開花しました。早穫り 

できるかも知れない、という期待感がありま 

した。ところが強い霜が降り、今年の収穫は 

全滅となってしまいました。 

 地球温暖化による異常気象が、身近に迫っ 

ていることを肌で感じられるこの頃です。 

 さて、「きてみて・農村 life」は、子供から

大人まで幅広く、読んでいただけるよう紙面 

を一新しました。これからも農家と消費者の 

皆さんを結ぶ案内役として、楽しい話題を提 

供して参ります。（南） 

  
イベント・直売情報等 


