
 

きてみて☆農村 life 
～旭川市グリーン・ツーリズム情報紙～ 【第８号】平成2１年４月発行 

     
ピ ッ ク ア ッ プ 

～都市農村交流に取り組む農業者を紹介します～

な  や か   や      

菜ん野花ん家ふぁーむ 

今回は、東旭川町日ノ出で野菜を中心に農業を営む小原

（おはら）隆さんの「菜ん野花ん家（なんやかんや）ふぁ

ーむ」を訪ねました。 

訪問した３月初旬は、雪の中で育てた子ねぎの収穫真っ

最中。瑞々しいねぎの良い香りが漂う中でのインタビュー

となりました。 

 農場名「菜ん野花ん家ふぁーむ」は「なんやかんや、色

んなもんやってまっせ」という意味で付けられました。こ

の関西弁からも分かるとおり、小原さんは大阪出身。営業

畑のサラリーマンとして大阪で働いていましたが、旭川に

転勤になり、北海道が気に入って、ここで何かをやりたい、

と考えた時に選択肢に上った一つが農業でした。 

 早速新規就農の相談窓口に出向き、研修を経て 2000

年に農地取得、就農しました。今では、春には大勢のいち

ご狩りのお客さんでにぎわい、いちご狩りに来たお客さん

が、夏には野菜を買いに来てくれたりもします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 菜ん野花ん家ふぁーむの直売所には、売り場がありませ

ん。収穫して並べておく、という事をせずにお客さんが来

たら直売用のハウスから、その場で収穫して販売するとい

う方法を取っています。収穫して並べておくと傷んでしま

うから、というのがその理由ですが、来るお客さんたちは

「今、目の前で自分のために（！）収穫された」野菜たち

に感激してくれます。 

来るお客さんのほとんどが、名前と顔の一致する常連さ

んで、おしゃべりをしたり、「ご苦労さん」と差し入れを

持ってきてくれる人もいます。 

 「本当の顔の見える農業ってのは、スーパーのパッケー

ジの写真だけで表せるものじゃないよね」と言います。 

～ご案内～ 
 

な や か  や 

菜ん野花ん家ふぁーむ 

旭川市東旭川町日ノ出１３－１５  

電 話：３６-７７８５ 
 

●いちご狩り：５月下旬～６月中旬 

●メロン・とうもろこし直売：７月中旬より 

●その他各種野菜直売：６月～８月 

１０：００～１７：００ 

 

 

 小原さんは農業を始めた当初から、直売をやりたい

と考えていました。営業マン時代は、工場で出来たも

のを売り込み、販売してきましたが、今は自分自身の

手で作ったものを自分で販売できることに喜びを感じ

ています。とはいえ，味の良し悪しがダイレクトにお

客さんの反応に現れるため、「自分でつくったものを自

分で売るっていうのは中々味わえない緊迫感」だと言

います。消費者ニーズを受けとめ，応える大切さを痛

感しつつ，味や安全安心よりも形の良さや安さを選択

しがちな消費者に対しては，「どちらが良いとは単純に

は言えないけれども，生産者として何か働きかけをし

ていければ」と考えています。 

就農当初と比べ、農業に対する考え方が変わってき

たという小原さん。「当初は、流通の仕組みとかを考え

ていたのだけれど、先輩方が真剣にモノ作りをやって

いる姿を見ていると、モノを作る努力とか労力とか、

そっちの方に重点を置くようになってきたよね」 

いちご狩りは５月中旬から、その他野菜は６月頃か

ら直売が始まります。端正込めて作ったいちごや野菜

を味わいに、足を運んでみてはいかがでしょうか。 



 
 

お金を払えば物が買える時代、最近では「食の安

全性」に関わるニュースをよく耳にしますが、学校

教育の場では「食」の大切さや「農業」に対する知

識の向上を目的とした教育活動が盛んになってい

ます。 

そんな中、「消費者や次世代を担う子供達に農業

の魅力や食の大切さを伝えることを目的」として、

平成１９年４月、「ＪＡたいせつ地域グリーンハー

ト協議会」を設立しました。 

グリーンハート協議会ではこれまで札幌市の中

学校や関西圏の高校など７校の学校を受入し、約７

００名の生徒達がたいせつ地域で農業体験や農家

とのふれあい交流を行っております。現在は、８２

戸の会員で組織されており、水稲をはじめ畑作、野

菜、酪農・畜産など営農形態も様々であることから

いろいろな農業体験を展開しています。また、学校

によって教育の考え方も異なり、「農業体験」と「農

家体験」のどちらに重点を置くか分かれます。半日

や１日の農業体験であれば「土」や「自然」に触れ

る時間はあっても農家の方と交流する時間が短い。

夕食を農家と一緒にしたりファームスティをする

と農家とのふれあい交流の場があり、農村文化や

「農家」という職業が伝えられる。前述は「農業体

験」であり後述は「農家体験」であり、グリーンハ

ート協議会では、学校からの要望にできるだけ応え

られるよう、受入体制の強化に努めています。最近

では、ファームスティを希望する学校が非常に多く

     
が ん ば る 仲 間 

～市内農業団体の活動を紹介します～ 

ＪＡたいせつ地域グリーンハート協議会

  

昨年は３戸の方が旭川市で初めてとなる「旅館

業」の許可を取得し、農家民泊の受入も積極的に

行っています。 

受入にあたり、一番大切なのが「おもてなし」

をしないということ。農家の皆さんがその日行う

農作業をそのまま体験してもらうことで、農村生

活をよりわかりやすく伝えられると思います。普

段何気なく口にしているお米や野菜、乳製品がど

のような人がどのような環境でどのような苦労

によってつくられているのか、実際に土に触れ、

農家の方とふれあうことで何かを感じてもらえ

たら、子供達がたいせつ地域で農業体験をする前

と後では、きっと「食」に対する見方や考え方が

違っているのではないでしょうか。 

次世代を担う子供達に「食」の大切さや「農業」

の魅力を伝える方法として、このような農業体験

が一番わかりやすく伝えられると思います。グリ

ーンハート協議会では、今後も積極的に受入を行

い、食・農業・命のつながりや大切さを子供達に

伝えていきたいと思います。 

 

（JA たいせつ地域グリーンハート協議会事務局 中

田陽介） 



 

 

田んぼから食卓までを体験してみませんか？ 

DEN－ENの新しい企画で田んぼのオーナー制を始めたいと思います。 

なにぶん思いつきで始めるので参加して頂くみなさんと一緒に作り上げていきたいと思います。 

とにかく楽しく御飯が食卓に届くまでを体験していただきたいと思います。 

そして僕たち農家の苦労もちょっとだけ理解していただけたらもっと地産地消が身近に感じて 

いただけると思います。料金はちょいと高めですが色々と価値はあると思います。 

日程などはまだ未定のところもありますので、ご不明な点がありましたら気軽にご連絡ください。 

田んぼのカエルが皆さんをまってますよ！！！ 

 

１ 場 所：旭川市東旭川町上兵村３９５「うけがわファーム ＤＥＮ－ＥＮ」 
２ 費 用：２０，０００円 
  お米（おぼろづき）３０㎏（１１，０００円相当），とうきび約１０本と季節の野菜（計２，０００円相当）
秋の収穫祭チケット２，０００円分，体験料  以上 

３ スケジュール 
① ５月下旬 田植え体験 区画は約５０㎡（７ｍ×７ｍ程度です） 
② ８月上旬 稲の観察、とうきびもぎ取り体験＋季節野菜の収穫体験 
③ ９月中旬 稲刈り体験（稲刈り、はさ掛け） 
④１０月上旬 精米体験（脱穀、もみすり、精米） 
⑤１０月中旬～下旬 収穫祭 
（新米、新じゃが、豚汁、手打ちそば、豚の足丸焼き等の食事、農産物直売等盛りだくさんのイベント）

４ 定 員：１０件（体験時は何名で来られても構いませんが、最低大人２名以上で来られた方が作業量を考慮
に入れて望ましいと思います） 

５ 申込先：うけがわファーム  担当 請川幹恭（うけがわみきやす） 
電話 ０９０－６２１１－０８６３ 

６ 募集期限：平成２１年５月８日（金） 

● 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 名様に旭川市内果樹園のジュース

詰め合わせを差し上げます！（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６月２６日（金） 

※個人情報は，プレゼント発送以外に利用しません。

～田植えから稲刈り、精米までを自分の手で体験してみませんか～ 

田んぼのオーナー大募集！ 

寄せられた感想の一部をご紹介します。 

ありがとうございました。 
 

・冬のこの寒い季節に「農村 life」とは？と興味本意で手

にしましたが、冬でも色々と農家さんたちは活動をされて

いるんですね！びっくりしました。 

・旭川は農業立国（市？）していくべきと思っているので、

とても良い取組だと思います。 

・酪農されている方、米、野菜作りされている方、果樹栽培

されている方の思いを読ませていただき、情熱が伝わって

きました。 

・農業体験に触れてみたいと思いながらもきっかけを見つけ

られずにいましたので、このような情報紙があると嬉しく

思います。 

 

他にもいただきました。ありがとうございました！

ご意見・ご感想・ご質問など、ぜひお寄せください。

質問にお答えします！ 

Ｑ：無農薬栽培の野菜はどのくらいありますか？ 
  

Ａ：無農薬野菜については販売が直売や契約栽培中心のた

め集計はありませんが，旭川市は減農薬・減化学肥料

などクリーン野菜の道内トップレベル産地です。旭川

の野菜は YES!clean やエコファーマーなどのクリー

ン認証の取得に以前より取り組んでおり，特にビニー

ルハウスなどで作る施設野菜では平成１９年度には

６８．５％がクリーン表示されていて，平成２０年度

実績では8割を超える見込みとなっています。クリー

ンな旭川産野菜を安心してお召し上がり下さい。 

（旭川市農業振興課園芸係）

 

すっかり雪も消え僕たち農家が忙しくなる季節とな

りました。 

今年も皆さんにおいしいものを食べてもらうように

頑張りたいと思います。 

最近やっと農産物のプレゼントつきアンケートが増

えてきましたとてもありがたいことだと思っています。

アンケートを見ていると皆さんとても農業を身近に

感じてくれてるのがよくわかります。僕たちもなるべく

質問に答えたり、情報を発信していきたいと思います。

DEN-EN のホームページでは営農ブログを書いてる

ので興味のある方は覗いてみてくださいね。 

今年もがんばるぞぉ！！         （請川）

編 集 後 記 



 

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

5/2(土)～6(水) 
11:00～ 
 
5/23(土) 
9:00～13:30（予定） 
 
 
 
5/24(日) 
11:00～ 
 
5/16(土)～31(日) 
11:00～ 
 
5/23(土)～6/7(日) 
11:00～ 
 
5/30(土)・31(日) 
6/6(土)・7(日) 
 
5 月 31 日（日） 
 
 
5 月下旬～6月中旬 
 
 
5 月末～6 月中旬 
 
 
6/14(日) 
 
 
通年（月～木） 
9:00～13:00 

じゃがいも植付け体験 
かぼちゃ植付け体験 
 
親子ふれあい農業体験１ 
～のんびり田植え編～ 
 
 
 
田植え体験 
 
 
枝豆植付け体験 
 
 
とうもろこし植付け体験 
 
 
トマト植付け体験 
 
 
絵文字の田んぼの田植え 
 
 
いちご狩り 
 
 
いちご狩り 
 
 
いなかーにばる 
 
 
豆腐作り体験 

（株）谷口農場
（東旭川町共栄 255） 
 
うけがわﾌｧｰﾑ DEN-EN 
（東旭川町上兵村 395） 
※当日は神楽公民館（神楽
3-6）集合 
 
（株）谷口農場 
（東旭川町共栄 255） 
 
（株）谷口農場 
（東旭川町共栄 255） 
 
（株）谷口農場 
（東旭川町共栄 255） 
 
（株）谷口農場 
（東旭川町共栄 255） 
 
古屋農園 
（東旭川町豊田 396-2） 
 
菜ん野花ん家ふぁーむ 
(東旭川町日ﾉ出 13-15) 
 
うけがわファーム DEN-EN
（東旭川町上兵村 395） 
 
ぴあふる岩山 
（東旭川町豊田 296-1） 
 
（有）わくわく畑ランド布
施（東鷹栖 3線 15 号） 

担当：成田・谷口
38-6336 
 
神楽公民館 
担当：片山・窪田
61-6194 
 
 
担当：成田・谷口
38-6336 
 
担当：成田・谷口
38-6336 
 
担当：成田・谷口
38-6336 
 
担当：成田・谷口
38-6336 
 
FAX 76-2252 
TEL 76-2668 
 
36-7785 
 
 
請川 
090-6211-0863 
 
ぴあふる岩山 
76-2112 
 
布施  
57-2516 
 

電話にて受付
体験料：共に 1,890 円 
 
申込期間 5/18(月)～5/20(水) 
定員：親子 20 組 
参加費：親子一組 1,000 円（食事・
お土産）3人目以降は 300 円増 
 
電話にて受付 
体験料：2,300 円 
 
電話にて受付 
体験料：1,890 円 
 
電話にて受付 
体験料：1,890 円 
 
電話にて受付 
体験料：1,890 円 
 
ＦＡＸにて受付、参加無料 
 
 
大人 800 円 
 
 
問い合わせは m@den-en.biz 
又は携帯まで 
 
地域運動会，一般市民参加可 
参加無料・焼肉あり 
 
体験料 1,000 円 
※人数集まり次第実施 

イベント・体験情報 

4 月中旬～10 月 
下旬 
 
5/1(金)～11/1(日) 
 
 
5/23(土) 
 
5/30(土)～10 月 
毎週土曜日 9:00～ 
 
6/6（土）～ 
 
6/7（土）～ 
毎週日曜日 
9:00～12:00 
 
6 月～8月 
 
 
6/25(木)～10/29 
 (木) 毎週木曜 
15:00～17:00 
 
通年 
9:00～17:00 
（月曜定休日） 
 
土曜 9:00～16:00 
※上記以外連絡 

アロニアの里
ピルカノ直売所 
 
農場直販店 
「まっかなトマト」 
 
直売所やっぱ 237 
 
カムイまごころ市 
 
 
直売所やっぱ 237 
 
ライナーファーム
直売所 
 
 
菜ん野花ん家 
ふぁーむ 
 
「加齢美会」夕市 
 
 
 
未ちゃん家 
み 
 
 
 
屯田の里 

神居町富沢
 
 
東旭川町共栄 255 
 
 
西神楽 2線 24 号 
 
神居町雨紛 
「花菜里ランド」前 
 
西神楽 2線 24 号 
 
東旭川町上兵村 395 
（DEN-EN 内） 
 
 
東旭川町日ﾉ出 13-15 
 
 
西神楽南 2条 3丁目 
西神楽農業構造改善
センター前庭 
 
東旭川町旭正 409 
 
 
 
永山町 15 丁目 

徹底した減・無農薬栽培。全国配送可能。 
 
 
特別栽培や低農薬栽培の新鮮野菜の販売 
トマトもぎとり園も 6月開園 
 
アスパラ販売開始 
 
季節の旬な野菜・果物の直売 
 
 
直売所オープン！ 
 
直売所オープン！ 
 
 
 
各種野菜直売 
７月中旬よりメロン・とうもろこし直売 
 
西神楽農村女性団体による新鮮野菜販売 
R237、JR 西神楽駅前信金角を曲がり左側 
レジ袋は持参してください 
 
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 円分)プレゼント！ 
 
みそ 950 ㎏ 750 円。生こうじを使用。 
営業日以外は、電話連絡いただければ対応
いたします

63-6955
62-6204（畠山）
 
38-6336 
 
 
74-2007 
 
高橋スミ子 
75-5945 
 
74-2007 
 
請川 
090-6211-0863
 
 
36-7785 
 
 
西神楽農業構
造改善 ｾ ﾝ ﾀ ｰ
阿部 75-3571
 
高橋 
32-3602 
 
 
目黒 
48-8681 
090 3778 6007

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２１年４月 

問合せ ：うけがわファーム DEN-EN 内 

（電話・FAX 36-2239） 

※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（６月下旬発行予定）で紹介させていただきます。 

子ども農業体験塾参加者募集 
 農家の圃場で田植えや野菜の栽培等を体験しながら地域の農業
の大切さや，地元の農産物について，楽しく学びませんか？ 

 対 象：小学５年生～6年生   30 名 
 参加費：年間2,000円（別途食材費係る場合があります） 
 内 容：市内農家で農作業体験，サマーキャンプ，収穫祭等 
 〆 切：4月 30日 
 問合せ：旭川市農政課経営係（25-7417） 


