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■□□ 参加しよう・広げよう・いいもの伝えよう □□■
□■□ 「わが村は美しく－北海道」運動 メールマガジン □■□
□□■□□ ２０１７／１０／２ 第９１号 □□■□□

配信希望・ご意見・ご感想はこちら hkd-ky-wagamura.u@ml.mlit.go.jp

■□■□《目 次》■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
※「◎」は、新規情報。「●」は、前号からの継続情報。

【わが村運動情報】
◎第８回コンクール表彰式・全道交流会開催のお知らせ
◎ＪＲ北海道車内誌「ＴＨＥ ＪＲ Ｈｏｋｋａｉｄｏ」１０月号の掲載情報

【わが村団体情報】
●とかちハッピーハロウィンフェスタ2017in帯広大正(帯広市､１０月１日～３１日)

◎江部乙丘陵地フットパス（里山コース 約９キロ）（滝川市、１０月７日）
◎第４回ＷＥＡＶＥハロウィンカーニバル（由仁町、１０月８日）

●平成２９年度癒しの森「音夢路」第５回ウォーキングの集い（枝幸町、１０月９日）
◎「幌高 商店会」秋の大市（幌加内町、１０月１４日）
◎ぶらしっち～秋の農家ランチ付きガイドウォーク（美唄市、１０月１５日）

◎第１５回 輝農祭（きのうさい）（大空町、１０月１５日）
◎第５回あさがお販売会のお知らせ（旭川市、１０月１９日）

●とかちハロウィン（帯広市、１０月２８日～２９日）
◎「第３４回農村生活文化伝承展」（豊富町、１０月２８日～２９日）

◎江部乙丘陵地フットパス（林道コース 約８キロ）（滝川市、１１月５日）
【現在開催中のイベント情報】
●ウトロ漁協女性部食堂 今季営業開始のお知らせ（斜里町、４月２９日～１０月末）

●恵庭農畜産物直売所かのな（花野菜）（恵庭市､４月１日～１１月２６日）
●♪めむろファーマーズマーケット愛菜屋（芽室町、５月２日～１１月５日）

◎北の大地マルシェ直売所オープン（岩見沢市、６月１１日～１０月２９日）
【活動支援メニュー情報】
◎平成29年度北海道農商工連携ファンド事業３次募集のご案内（北海道商工会連合会）

【お知らせ】
◎とかち元気フェアｉｎチ・カ・ホに十勝のわが村団体さんが出店します！

＜編集後記＞
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
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【わが村運動情報】
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◎第８回コンクール表彰式・全道交流会開催のお知らせ
臨時増刊号でお知らせしましたとおり、第８回コンクール大賞・特別賞が決定しまし

たので、下記日程で表彰式・交流会を開催します。

表彰式では、大賞、特別賞の表彰の他、活動報告や特別講演も予定しております。また
交流会では、毎回大好評のケータリング美利香（ピリカ）さんのお料理と、皆さんに楽し

んでいただける企画を検討中です♪

コンクール参加の有無、受賞の有無は問いません！
「わが村」活動に少しでも関心のある方、是非ご参加下さい！

多くの皆さんの参加をお待ちしております♪
※コンクール情報などは、わが村ＨＰでご覧いただけます↓

http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ns/nou_sin/ud49g7000000emhm.html

【開催日時】平成２９年１０月３１日（火）表彰式 １６：００～１７：３０
交流会 １８：００～１９：３０

【開催場所】札幌市 かでる２・７（札幌市中央区北２条西７丁目）
【申込み・問合せ】共同事務局 北海道開発局農業水産部農業振興課
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TEL：０１１－７０９－２３１１（内５６８５）
E-mail：hkd-ky-wagamura.u@mlit.go.jp

【申込み方法】ファックスまたはメール ※締め切りは １０月１１日（水）

大 賞 ・北海道幌加内高等学校（幌加内町）

・十勝パンを創る会（帯広市）
審査委員特別賞 ・ＷＥＡＶＥ（ウィーブ）（由仁町）

・寿都地域マリンビジョン協議会（寿都町）
・うたのぼり・癒しの森「音夢路」利用促進研究会（枝幸町）

第８回コンクールについては、わが村ＨＰをご覧ください↓
http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ns/nou_sin/ud49g70000010a3u.html

◎ＪＲ北海道車内誌「ＴＨＥ ＪＲ Ｈｏｋｋａｉｄｏ」１０月号の掲載情報

ＪＲ北海道車内誌には、「わが村は美しく－北海道」運動コンクールの受賞団体が毎号
紹介されています。１０月号では第８回コンクールで優秀賞を受賞した「株式会社 知床
ごんた村」が紹介されています。

北海道の東部、オホーツク海に面した斜里町といえば、ユネスコの世界自然遺産の町と
して有名ですが、この斜里町にユニークな体験スポット「株式会社 知床ごんた村」があ

ります。２００７年、町内にある斜里自動車学校にビニールハウスを建設。その２年後に
犬のごんたを村長に任命し、体験型農場を作りました。

ＪＲにご乗車の際は、ぜひご一読ください。

〖～団・体・ひ・と・く・ち・メ・モ～〗

我が輩は柴犬である。名は「ごんた」。ご主人様が営む宿泊型体験農園「知床ごんた
村」の村長である。

ご主人様は「斜里町の産業全体の活性化と地域振興に寄与したい」との思いで、30種類
以上の特別栽培の安心・安全な野菜を作り、農業体験やビザ作り体験を通じた食育の取り

組みをしているのだワン。TBSの「バナナマンのせっかくグルメ！」が斜里に取材に来たと

きにも、面白いところとして地元の子供達から「知床ごんた村」の名前が出されるほど、
認識されてきたワン。

みんなも、遊びに来てね。我が輩もお待ちしてるワン！

↓団体活動情報はこちらからご覧になれます。
http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ns/nou_sin/ud49g70000010a3u-att/ud49g70000010b9b.

pdf
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【わが村団体情報】
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◎①とかちハッピーハロウィンフェスタ２０１７in帯広大正
◎②とかちハロウィン
＜わが村団体名：株式会社 アグリファッショングループ＞

町中がオレンジ色に染まっちゃう？！これまで各々の施設で開催していたハロウィンイ
ベントを統一し、今年は帯広大正地区を中心とした一大イベントにブラッシュアップ！！

数種類のカボチャが、とかち帯広空港や幸福駅、帯広大正市街地に並び、購入はもちろん
収穫体験もやっています。仮装して参加しちゃおう♪

【開催日時】①平成２９年１０月１日（日）～１０月３１日（火）
②平成２９年１０月２８日（土）～１０月２９日（日）

【開催場所】①幸福駅、帯広大正地区

②とかち帯広空港、幸福駅、帯広競馬場、とかちむら、帯広大正地区
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【Ｈ Ｐ】http://agri-fashion.com
【備 考】とかちハロウィンではゲームを実施！カメラ(カメラ機能付き携帯電話も可)

を持参して参加してね。仮装も大歓迎です。

◎江部乙丘陵地フットパス（里山コース 約９キロ）

＜わが村団体名：江部乙丘陵地のファンクラブ＞
丘陵地の里山散策路を巡り、深まる紅葉の秋の景観と果物狩りを楽しみます。

【開催日時】平成２９年１０月７日（土）８：３０～１２：３０
【開催場所】フルーツの丘（滝川市江部乙）
【参加費】 １，５００円（一般）※お土産付き

【申込締切】 平成２９年１０月５日（木）
【お問合せ】江部乙事務所

ＴＥＬ：０１２５－７５－６１９５
ＦＡＸ：０１２５－７５－６１９５

【Ｈ Ｐ】https://ebeotsu-fanclub.jimdo.com/

◎第４回ＷＥＡＶＥハロウィンカーニバル

＜わが村団体名：ＷＥＡＶＥ（ウィーブ）＞
かぼちゃ宝探しやクイズ、ひもくじなど、色んなゲームや遊びが盛りだくさん！

乾燥野菜や新鮮野菜も販売しますよ♪ 一緒にハロウィンを楽しみましょう(^^)
【開催日時】平成２９年１０月８日（日）１０：００～１２：００

【開催場所】文化交流会館（北海道夕張郡由仁町東栄８７−１）
【参加費】 大人５００円、小学生以上３００円、幼児無料
【お問合せ】空知農業改良普及センター 空知南東部支所（担当：平門さん）

ＴＥＬ：０１２３－７２－２３５８

●平成２９年度 癒しの森「音夢路」第５回ウォーキングの集い
＜わが村団体名：うたのぼり・癒しの森「音夢路(おむろ)」利用促進研究会＞

「癒しの森・音夢路」までの９㎞のコースを３時間３０分かけて歩きます。樹種は豊富

で、森の象徴である樹齢３６０年のミズナラの巨木（開拓の木）が出迎えます。函岳等の
展望ポイント、木のモニュメント、休憩用イス、トイレ等は整備されています。森の持つ

癒し（セラピー）効果で心身がリフレッシュします！
【開催日時】１０月９日(月・体育の日) 午前１０時集合

【集合場所】枝幸町歌登桧垣町 南宗谷森林組合前
【参加費】 無料（予約は必要ありません）
【問合わせ】うたのぼり・癒しの森「音夢路（おむろ）」利用促進研究会

担当：横山 康 電話番号 ０１６３－６８－２０２６
Ｅメール yasushi.yokoyama@tanaka-gr.co.jp

※雨天の場合は中止(小雨決行：開催の判断につきましては、お問い合わせ下さい)
・参加者の皆さまにおかれましては、昼食と雨具はご持参願います。

・歩きやすい靴と服装でご参加ください。
・今年度の最後のウォーキングの集いです。ウォーキング終了後には特別サービス企画
（！）を予定しておりますので、皆様のご参加をお待ちしております！

◎「幌高 商店会」秋の大市

＜わが村団体名：北海道幌加内高等学校＞
是非、この機会に、全国高校生そば打ち選手権大会優勝校の生徒達が打った「生そば」

をご賞味下さい！
生そばはもちろんのこと、もち米や野菜、お花、パン、お菓子なども販売しています♪
カフェもあるので、飲食も出来ますよ。

皆様のご来場をお待ちしております♪
【開催日時】平成２９年１０月１４日（土）
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カフェ ９：３０～１１：００
１２：００～１３：００

販売 １１：３０～１３：００

【開催場所】北海道幌加内高等学校 体育館・多目的ホール
（雨竜郡幌加内町字平和）

【お問合せ】北海道幌加内高等学校 保格教頭先生
ＴＥＬ：０１６５－３５－２４０５

ＦＡＸ：０１６５－３５－３４７７
【Ｈ Ｐ】https://www.infosnow.ne.jp/horokanai/

◎ぶらしっち～秋の農家ランチ付きガイドウォーク
＜わが村団体名：宮島沼プロジェクトチーム＞

季節やテーマで吟味した、その日オリジナルのコースをスタッフがご案内。
気持ちよく歩いたあとは、こめ粉食Ｌｏｖｅ（地域の農家のお母さん達）が作る地場産・

旬野菜たっぷりのお昼ご飯をいただきます♪
今回のガイドウォークのテーマは…
宮島沼の原風景と歴史をたどるガイドウォークＰａｒｔ３、

『再発見された馬頭観音？ 馬と地域のかかわりを探す！』です！
【開催日時】平成２９年１０月１５日（日）１０：００～１４：００

【集合場所】宮島沼水鳥・湿地センター（美唄市西美唄町大曲3区）
※10時スタートですので、事前に受付をお済ませください！

【定 員】１５名（先着順） 【参 加 費】おひとり２，３００円
【持 ち 物】歩きやすい格好、飲み物など
【申 込】１０月８日（日）までに、参加希望者のお名前、ご住所、緊急時の連絡先

を、宮島沼水鳥・湿地センター（担当：牛山さん）まで電話かメールでお
知らせください。ＴＥＬ：０１２６－６６－５０６６

メール：mwwc@dune.ocn.ne.jp
【Ｈ Ｐ】http://miyajimanumaproject.blog.fc2.com/blog-entry-107.html

◎第１５回 輝農祭（きのうさい）
＜わが村団体名：株式会社 大地のMEGUMI＞

わが村参加団体「大地のMEGUMI」さんをはじめ、大空町内や近隣地域の各団体、ショッ
プなど数多くのブースが並ぶ毎秋恒例の輝農祭。農産物販売はもちろん、音楽ステージや

フード・雑貨の販売など、楽しいイベントが盛りだくさんです！
【開催日時】平成２９年１０月１５日（日）１０：００～１４：４５
【開催場所】道の駅メルヘンの丘めまんべつ(大空町女満別昭和９６番地１)

【お問合せ】大地のMEGUMI ＴＥＬ：０１５２－７４－３０２０

◎第５回あさがお販売会のお知らせ
＜わが村団体名：北海道旭川農業高等学校 食品科学科 米粉班＞

旭農の生徒さんたちが丹精込めて作製した米粉スイーツを生徒さん自ら販売します！
【開催日時】平成２９年１０月１９日（木）１３：３０～１５：００※売切御免です。
【販売会場】ＪＡあさひかわ あさがお永山店（旭川市永山２条１９丁目）

◎「第３４回農村生活文化伝承展」

＜わが村団体名：農村生活文化伝承活動をすすめる会＞
農産加工品・ドライフラワー・手工芸品・珍しい野菜などを展示・販売します。伝承の

会手づくりのイタドリの惣菜や塩漬けをはじめ、漬物各種、野菜、根菜、豆類など格安で
販売されます。皆さまのお越しをお待ちしております！

【開催日】平成２９年１０月２８日（土）～２９日（日）

【開催場所】豊富町民センター（豊富町西豊富４条８丁目）
【お問合せ】豊富町文化協会事務局（豊富町教育委員会） 電話:0162-82-1355



- 5 -

◎江部乙丘陵地フットパス（林道コース 約８キロ）
＜わが村団体名：江部乙丘陵地のファンクラブ＞

丸加高原や林道周辺奥地に眠る風土や生活の痕跡を訪ねます。
【開催日時】平成２９年１１月５日（日）８：３０～１２：３０

【開催場所】フルーツの丘（滝川市江部乙）
【参加費】 １，５００円（一般）※お土産・軽食付き

【申込締切】 平成２９年１１月３日（金）
【お問合せ】江部乙事務所 ＴＥＬ：０１２５－７５－６１９５

ＦＡＸ：０１２５－７５－６１９５

【Ｈ Ｐ】https://ebeotsu-fanclub.jimdo.com/

【現在開催中のイベント情報】
◎ウトロ漁協女性部食堂 今季営業開始のお知らせ

＜わが村団体名：ＪＦウトロ漁業協同組合女性部＞
【営業日時】平成２９年４月２９日（土）～１０月末（未定）

８：３０～１５：００頃まで

※時化等、状況により休業する場合があります。
【住 所】斜里郡斜里町ウトロ東117番地（ウトロ漁港内）

【お問合せ】０１５２－２４－３１９１

◎恵庭農畜産物直売所かのな（花野菜）
＜わが村団体名：恵庭かのな協同組合（恵庭市）＞

【営業日時】平成２９年４月１日（土）～１１月２６日（日）９：００～１７：００

【住 所】恵庭市南島松８１７番地４ 道と川の駅「花ロードえにわ」
【Ｈ Ｐ】http://www.geocities.jp/kanona_eniwa/

◎♪めむろファーマーズマーケット愛菜屋
＜わが村団体名：ＪＡめむろ（めむろファーマーズマーケット運営協議会＞

【営業日時】平成２９年５月２日（火）～１１月５日（日）９：００～１７：００
（１１月６日（火）～１１月２９日（水）９：００～１６：００）

定休日は、月・木曜日（但し、月・木曜日の祝祭日は営業）
【住 所】芽室町東めむろ３条南１丁目１番地１ みのりーむ内

【お問合せ】ＴＥＬ：０１５５－６２－５３１５
ＦＡＸ：０１５５－６２－０８０８

【Ｈ Ｐ】http://www.ja-memuro.or.jp/farm/index.html

◎北の大地マルシェ直売所オープン

＜わが村団体名：豊正ＦＡＭ協議会 ふれあい室＞
【開催日時】平成２９年６月１１日（土）～１０月２９日（日）９：００～１６：００

毎週水曜定休日
【開催場所】北の大地マルシェ（岩見沢市北村豊正６４９番地）
【お問合せ】豊正ＦＡＭ協議会 ふれあい室 TEL/FAX：０１２６－５５－３０３４

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【活動支援メニュー情報】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◎平成29年度北海道農商工連携ファンド事業３次募集のご案内（北海道商工会連合会）

「北海道農商工連携ファンド」は、国・北海道・札幌市・金融機関が資金を拠出し、北
海道商工会連合会が造成するものです。このファンドによる運用益を活用し、農林漁業者
と中小企業者との連携による新商品・新サービスの開発などの取組を支援します。

【募集期間】３次募集：平成２９年９月１９日（火）～平成２９年１０月２７日（金）
【助成対象者】農林漁業者(農協・漁協等を含む)と道内に主たる事務所や事業所を有す
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る中小企業者等で構成される連携体
【助成対象事業】新商品・新サービスの開発から販路開拓までの事業化実現に向けた取

り組みを行う事業

詳しくはこちらをご覧ください↓
http://www.city.sapporo.jp/keizai/top/topics/no-syo-ko-renkeifund/h29_nous

youkourenkei_fund.html
【お問合せ】北海道商工会連合会組織経営支援部企業支援課

札幌市中央区北1条西7丁目プレスト1・7ビル4階
電話番号011-251-0102 FAX番号011-221-6686

【Ｈ Ｐ】http://www.shokokai.hokkaido.jp/fund/

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【お知らせ】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◎とかち元気フェアｉｎチ・カ・ホに十勝のわが村団体さんが出店します！

台風１０号の影響により、通行止めとなっていた国道２７４号日勝峠（日高町千栄～清
水町清水、延長36.1km）は、１０月末の開通予定が発表されました。とかち元気フェアで
は、「とかちの魅力を明日につなぐ」をテーマに十勝地域のおいしいものや、観光・温泉

等の魅力を紹介します。
【開催日時】平成２９年１０月１７日（火）～２２日（日）１０：００～１８：００

【開催場所】チ・カ・ホ 北大通交差点広場【東】【西】
【出店団体】 十勝パンを創る会・・・十勝パン

十勝品質事業協同組合・・・十勝ラクレットモールウォッシュなど
アグリファッショングループ・・・ハロウィンかぼちゃなど
本別発 豆ではりきる母さんの会・・・本別豆腐など

十勝本別キレイマメの会・・・キレイマメなど
※詳細はこちらをご覧ください↓

http://www.sapporo-chikamichi.jp/event/detail.asp?id=1457

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜編集後記＞
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

９月は収穫の秋ですね～、今年もおいしい幸が沢山とれたことでしょう。９月は「わが

村」情報発信も活動期でした。「観光ビジネスマッチング」参戦で首都圏バイヤーへ売込
み、札幌チカホ「いいとこ撮り北海道」でわが村ＰＲステージとマルシェ出店、首都圏有

名百貨店「秋の大北海道展」でわが村ＰＲブース出展などなど・・・。各イベントで「わ

が村運動を知っていますか？」ってアンケートで聞いていますが、私の驚きは首都圏「秋
の大北海道展」でわが村運動を知ってるって答えた人が１３％もいたこと。特にリピータ

ーが多い大北海道展に６回も継続出展させていただくと覚えていただけるものですね。何

事も諦めず継続が大事、大きな収穫でした。（Mr.ＴＮ）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
発行：北海道開発局農業水産部農業振興課

〒０６０－８５１１ 札幌市北区北８条西２丁目 札幌第１合同庁舎１３階
↓わが村ＨＰはこちらからご覧ください。

http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ns/nou_sin/ud49g7000000emhm.html
↓バックナンバーはこちらからご覧ください。

http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ns/nou_sin/ud49g7000000xu2k.html
↓Facebookでも情報配信しています。
https://www.facebook.com/wagamura

お知り合いの方にも、ご紹介お願いします！
本メールマガジンは送信専用アドレスで配信しています。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊


