
 

そんな時に、ＥＵにおける「家畜福祉（アニマルウェ

ルフェア）」への取組の原点となった、ルース・ハリソ

ン著「アニマル・マシーン」を読み、大きな影響を受け

ました。近年食の安全に対する関心が高まっています

が、肉や乳製品の安心安全は、家畜たちの肉体的精神的

健康があって初めて実現できるものだという思いが

益々強くなりました。 

そして卒業後、佐竹さんが就職したオーストラリアの

牧場で出会った酪農は、牛を放牧してのびのびと育てる

ものでした。餌は配合飼料を一切与えず、放牧地の草と

乾草しか食べないので乳量は少ないのですが、とっても

健康で、人手とお金のかからない永続的な酪農でした。

佐竹さんは、「家畜福祉」と「永続的な酪農」が人と

牛が共に生きるために大切だと実感したのです。 

効率だけを重視するのではなく、ストレスのない幸せ

な生活を少しでも長くさせてあげたいと考えています。 

「そのような環境から生まれる乳製品が我々人間にと

って本当に安心安全な食べ物となるのではないでしょ

うか。」と佐竹さんは言います。 

 

搾乳体験は、残念ながら冬の間はできません。 

暖かくなってきたら、ぜひ体験してみてください。 

また、「MILK  BAR」は冬の間も営業していますので、
健康に育った牛のミルクを味わってみてはいかがでし

ょうか。 
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～都市農村交流に取り組む農業者を紹介します～

クリーマリー 農 夢 

今回は、市内南部、神居町上雨紛にある「クリーマリ

ー農夢」の佐竹秀樹さんを訪ねました。 

丘の上に立つログハウス風の自宅横には、４年ほど前

にオープンした直販店「MILK BAR」があり、ここでは
搾りたての牛乳や手作りのチーズ、ヨーグルトなどを買

うことができます。中には、「野の花菓子店」のクッキー

やジャムなどのかわいらしいお菓子も並んでいます。 

佐竹さんが脱サラし、この地で酪農を始めて１１年に

なりますが、目指すのは以前暮らしたことのあるオース

トラリアのような豊かな自給自足の生活です。 

佐竹さんの牧場は乳牛が６頭だけの小さなものです。

すべての牛に名前が付けられ、1 頭 1 頭ペットのように

大切に可愛がって育てています。また牛本来の主食、牧

草は好きなとき好きなだけ食べられるようにしていま

す。 

 

 

 

 

 

 

「牛は犬や猫のように人に慣れるし、かわいい動物だ

ってことをみんなに知ってもらいたいんです。」 

木組みでできた牛舎を案内してもらいました。中は清

潔に整えられていて「搾乳や餌やり体験はハイヒールで

来ても出来るんですよ。」の言葉にも、なるほど～と思い

ます。 

牛たちは突然の訪問者に少々戸惑いながらも、人懐っ

こく近寄ってきました。佐竹さんが名前を呼ぶと、奥で

寝そべっていた牛もやってきてくれ、牛というより犬の

よう（？）。 

「動物園よりも面白いって感激してくれる人もいまし

たよ。搾乳、餌やりやブラシがけで直接動物に触れるこ

とができるからね。」 

多くの人に牛のことを理解してもらい、ストレスの少

ない牛が一頭でも増えることが佐竹さんの願いです。 

 

佐竹さんが大学で酪農を学んだ当時は、狭いスペース

で出来るだけ多くの牛を飼い、配合飼料を用いて乳量を

増やす、という効率重視の経営スタイルが主流でした。 

よしよ～し。 

元気だったか ？

～ご案内～ 
       ノーム 

クリーマリー「農 夢」 

旭川市神居町上雨紛539-9 

電 話：62-9380 

http://www7a.biglobe.ne.jp/~

creamery-gnome/ 

検索なら「クリーマリー農夢」 

 

酪農体験：４～10月 詳細はHPで 

MILK BAR：９：００～１６：３０
定休日：水･木曜日 



ひがし旭川でんぱ隊とは、東旭川地区を盛り上げよ

うと、四年前から活動しているグループです。 

メンバーは、地元の農業者と商工会で農商連携のグ

ループです。 

活動は主にいろいろなイベントに参加して野菜の直

売などの活動と、旭川冬祭りの時に地元の屯田公園で

イベントなどをしています。 

よく農家さんは、冬何をしているのですか？と聞か

れることがありますが、いろいろです。 

大半は、除雪などの冬仕事に行くようです。昔のよ

うに本州に出稼ぎに行く人はあまり聞かなくなりまし

た。 

あとは、ビニールハウスで野菜を作ってる人は暖房

をつけながら、仕事をしていますし、夏は休みなく働

いているから、冬ぐらい休みたいと言う人もいます。

ですが、早い農家で二月に入ると雪はねをしてハウ

スのビニールかける準備をはじめるので実質二か月程

度しか休みがありません。 

そんな休みを利用して、でんぱ隊は地元を盛り上げ

るため雪まつりに参加しています。 

ひがし旭川でんぱた祭り 

２００９年２月７日（土）～１１日（月・祝）

※旭川冬祭り期間中開催 

場所：東旭川屯田公園（東旭川南１－６） 

もちろん僕達のグループだけでは人手不足なの

で、農協青年部や商工会青年部などに協力してもら

いながら、公園にかまくら作り、雪あかり会場で明

かりのオブジェを作ってきたり、動物園通りにアイ

スキャンドルを配置したりと、一昨年から取り組ん

できました。もちろん今年もやります。 

昨年まではただ、かまくらを作ったり、アイスキ

ャンドルを置いたりすることで満足していました

が、せっかく農商連携で町おこしを出来る機会なの

で今年からは一歩前進してみたいと思います。なに

が町おこしに繋がるか分かりませんが、とりあえず

出来ることから地道に頑張っていこうと思います。

ようは、異業種どうしが関わり合いそしてアイデ

ィアを出し合いながら議論をすることが大切に思い

ます。そして継続する事が一番大切だと思います。

ですがこの継続が一番難しい所でもあります。これ

からも地道にコツコツ結果が見えるまではあきらめ

ずに地域と手を取り合いながら頑張っていこうと思

います。 

 

（うけがわファーム ＤＥＮ－ＥＮ 請川幹恭）

冬の農村に行ってみよう！  

わら細工づくり 

稲わらでしめ縄や草履などのわら細工をつくります。

豆腐づくり 

農家さんの畑でとれた大豆を使った手作り豆腐を

作ってみませんか？ 

 

●西島農園 工房稲わら 
東旭川町豊田15-8 36-3867 
  
●古屋農園 
東旭川町豊田396-2 76-2668 
※ドライフラワーリース作りもできます。 

ここでできます！ 

●わくわく畑ランド布施 
東鷹栖3線15号 57-2516 
 
●かあさん工房 
永山町10丁目280 48-6389 

 

今年の収穫祭の様子 

昨年のかまくら 

     
こんにちは！編集委員です。 

ひがし旭川でんぱ隊 

ここでできます！



結構、旭川で果樹栽培をしているのを知らない

市民の方が多いんですよね。 

そこで、発足一年目の昨年は、栽培している果

樹の紹介を兼ねたマップを作って、農業祭りやイ

ベントなどで配布したり、東神楽にある「ベスト

ム」での試食販売会を催したりしました。 

2 年目の今年も、「継続は力なり」ということ

で、10 月の第一日曜日にベストムにて試食販売

会を行ったところ、利用してくださったお客様の

評判も良かったらしく、2 年目にして早くも、店

内の青果コーナーに「地物果物」として、プルー

ンや梨・りんご等を置いていただくことが出来ま

した。 

ほんの少しずつではありますが、効果が上がっ

ているようで、実際に部員の農園を訪れるお客様

も増えてきております。 

後継者不足や、経済不況、農業情勢の悪化など

厳しい情勢に巻き込まれながらも、今できること

にベストを尽くして、今後も青年部活動に取り組

んでいきたいと思います。 

また、農村ライフでも果物狩の出来る期間やイ

ベントなどを紹介していきますので、多くの方に

旭川果樹を知っていただき、農園の方にも足を運

んでいただきたいと思います。 

今回は、私たち旭川市内で果樹園経営をしてい

る若手（？）メンバーで組織した「旭川果樹部会

青年部」を紹介したいと思います。 

発足は平成19年4月で、東旭川地区、神居町

富沢地区、神居古潭地区、神居町西丘地区の生産

者7名と事務局に農協、大阪市場、旭川市場、行

政、農業資材業者と様々な立場の方で構成してお

ります。 

部会を作った目的はいろいろあるのですが、年

代も地域も散らばった部員同士の結束力を強め

ると同時に、一番の狙いは旭川市民の方に「旭川

でも美味しい果樹を作ってるんですよ」とアピー

ルすることです。 

     
が ん ば る 仲 間 

～市内農業団体の活動を紹介します～ 

旭 川 果 樹 部 会 青 年 部 

スノーシュー（かんじき）体験 

スノーシューをつければ、夏には入れなか

った田んぼも草むらもどんどん入っていけ

ますよ。動物の足あとを発見するかも！？

そば打ち体験 

江丹別産のそば粉で、そば打ち

にチャレンジしてみませんか？ 

冬の農村にも楽しい遊びや体験がたくさんありますよ。冬も農村へ行ってみよう！ 

●そばの里江丹別 
江丹別町中央 73-2117 
  
●江丹別若者の郷 
江丹別町中央 73-2409 

※体験には予約が

必要です。 
 
※体験料金、体験可

能時間帯などは

必ず事前に各体

験施設にお問い

合せください。 ●野良処てくてく 
神居町西丘7-4 7２-2011 

ここでできます！ 

ここでできます！



 

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

1/13(火) 
10:00～14:00 
 
 
12～3 月中旬 
 
 
 
 
2/4(水) 
13:30～16:00 
 
 
 
2/19(木) 
13:30～16:30 

新年もちつき交流会並び
に成人を祝う会 
 
 
冬体験 
※畑をｽﾉｰｼｭｰーで歩く、合
鴨の羽のｱｸｾｻﾘｰ作り体験、
越冬野菜掘りなど 
 
花菜里ランド体験学習 
ときめき隊料理教室 
 
 
 
花菜里ランド体験学習 
豆腐作り体験 

ぴあふる岩山
（東旭川町豊田 296-1）
 
 
野良処てくてく 
（神居町西丘 7-4） 
 
 
 
旭川市農業センター
（神居町雨紛） 
 
 
 
旭川市農業センター 
（神居町雨紛） 

豊田地区市民委
員会（森定） 
76-2311 
 
浅野 
72-2011 
 
 
 
農業センター 
61-0211 
 
 
 
農業センター 
61-0211 

豊田で収穫した餅米を，昔ながら
のうすと杵で餅つき 
参加者に粗品進呈（参加料無料） 
 
ｶﾑｲｽｷｰﾘﾝｸｽより車で 3分 
体験料 3,000 円（暖房 500 円） 
 
 
 
越冬野菜を使った料理作り 
体験料：700 円（電話申込） 
定員 20 名 
(申込多数の場合，市で抽選) 
 
体験料：300 円（電話申込） 
定員 20 名 
(申込多数の場合，市で抽選) 

  
イベント・直売情報 

イベント情報 

通年 
9:00～17:00 
（月曜定休日） 
 
土曜 
9:00～16:00 
※上記以外連絡 

未ちゃん家 
み 

 

 
屯田の里 

東旭川町旭正 409
 
 
 
永山町 15 丁目 

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！ 
 
みそ１㎏ 800 円，500g400 円 
生こうじを使用 

高橋
32-3602 
 
 
目黒 
48-8681 

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

直 売 情 報 

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１２月 

問合せ ：うけがわファーム DEN-EN 内（電話・FAX 36-2239）

 
 
初めまして、編集委員で唯一の非・農業者で、 
谷口農場のレストラン＆情報担当の“おべに”こと
谷口紅美子でございまするm(__)m。  
とは言っても生まれは生粋の農家なのですが。 
正直、旭川には農を体験できる機会が少なすぎま
すよね！！ 
今では学校でも学級菜園を廃止しているところ
が多いと聞いてびっくり！！ 
子供の時に土に触れることで、食べ物のありがた

みや『いただきます』の本当の意味を知ることがで
きると思うんです。 
それを体験できる機会が失われつつあるのは、悲
しい現実ですよね。 
おっと、なんだか湿っぽくなっちゃいましたが、
もっともっと旭川の農を活性化させるべく、もっと
充実した情報紙づくりを心がけて参りますので、皆
さん応援してくださいね☆。  
おべにでした(＾-＾)/~♪。 

編 集 後 記 

※都市農村交流関係の体験情報があればお知らせください。次号（３月下旬発行予定）で紹介させていただきます。 

加工体験情報 

（有）わくわく
畑ランド布施 

豆腐作り体験 1,000 円 
※人数集まり次第実施 

布施 57-2516

 
通年（月～木） 
9:00～13:00 

期 間   体験場所名       住 所       体 験 内 容          体 験 料    申込・詳細 

東鷹栖 3線 15 号

● 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「旭川農産加工品詰め

合わせセット」を差し上げます！何と今回は農林水産大臣賞受賞

の「谷口農場スイーツトマト」です。（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やってみたい農業体験・加工体験はありますか 

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，

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２１年２月２７日（金） 

インターネットで，「きてみて☆農村 life」のバックナンバー（カラー）をご覧頂けます。 

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/nousei/gurituri/08%20kitemite.htm 

写真のきれいなカラーは，ぜひこちらを見てくださいね！ 


