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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 □■□
□□■□□ ２０１７／９／１ 第９０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】
◎ＪＲ北海道車内誌「ＴＨＥ ＪＲ Ｈｏｋｋａｉｄｏ」９月号の掲載情報
◎北洋銀行観光ビジネスマッチングにわが村ブース出展します。

◎チカホイベント「いいとこ撮り北海道2017」にわが村マルシェが参加します！
【わが村団体情報】

◎第２４回 幌加内町新そば祭り（幌加内町、９月２日～３日）
◎シンデレラ夢まつり（佐呂間町、９月２日）

◎苗木の床替え・木工教室～自然環境保護に参加しませんか～（長沼町、９月３日）
◎平成２９年度 癒しの森「音夢路」第４・５回ウォーキングの集い

（枝幸町、９月３日、１０月９日）

◎第３０回じゃがいも伯爵まつり＆ふれあい広場（中標津町、９月３日）
◎☆プルーンの収穫体験とジャム作り体験☆参加者募集中（札幌市、９月９日）

◎おんねゆマルシェ開催のお知らせ（北見市、９月１０日）
◎♪秋の森を歩こう・・・『食と農』カレッジ♪参加者募集中（石狩市、９月１６日）

◎９月のフットパス「山の辺コース」を歩きませんか♪（滝川市、９月１７日）
◎第４８回別海町産業祭（別海町、９月１６日～１７日）

◎浜の母ちゃんごっこ市開催のお知らせ（羅臼町、９月１６日）
◎鶴居ふるさとまつり（鶴居村、９月２３日）
◎第２回酪農博士認定試験開催のお知らせ（厚岸町、９月２４日）

◎第３３回根室産業フェスティバル（根室市、１０月１日）
◎十勝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)

◎とかちハロウィン（帯広市、１０月２８日～２９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】

◎札幌以外の地域企業を対象とした、セミナーのお知らせです。

（若年者安定就業促進事業事務局 株式会社日本マンパワー）
◎「機能性『素材・食品・化粧品』ビジネスマッチングin札幌2017」参加企業の募集!

（札幌市、ノーステック財団、北海道バイオ工業会）
＜編集後記＞

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【わが村運動情報】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

◎ＪＲ北海道車内誌「ＴＨＥ ＪＲ Ｈｏｋｋａｉｄｏ」９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。９月号では第８回コンクールで優秀賞を受賞した「北海道幌加内
高等学校」が紹介されています。

そばをカリキュラムに入れている日本で唯一の高校である北海道幌加内高等学校は、

町の特産のそばを使った調理実習がきっかけで全校的にそばへの関心が高まり、「素人
そば打ち段位認定会」で初段位に認定される生徒も出るまでになりました。その後、正
式にそばを必修科目として、現在はそば打ち段位初段が卒業要件になっているそうで
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す。また、昨年から始まった「幌高商店会」では７月に夏の市、１０月は秋の市、１２
月は冬の市と年３回商店会セールが開かれ､地元や近隣町村から消費者が訪れるそうで
す。

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～〗
レラノカオリ、キタユキ、キタノマシュウ・・これ何か分かります？？実は全て「そ

ば」の品種名です。幌加内町では「ほろみのり」と云う素敵なネーミングの品種が主に
栽培されています。「そば」の作付面積、収穫量ともに日本一の幌加内町ですが、他に

日本最寒記録－41.2℃、日本最大の人造湖「朱鞠内湖」、そして日本最広の林野面積と
いう「日本一」があります。これら「日本一」が、美味しい蕎麦を育む環境である冷涼

な気候、昼夜の寒暖の差、日中の気温上昇を穏やかにする朝霧の形成に一役買っていま
す。

９月２日（土）と３日（日）は、多くの方が待ち望んでる「幌加内町新そば祭り（24

年目）」です！恵まれた自然環境と栽培農家さんのご努力、そして、全国高校そば打ち
選手権優勝校の幌加内高校生が打った新そばも出店されます。是非、この機会に現地に

足を運んでご賞味下さい！！

↓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/ud49g70000010b45.

pdf

◎北洋銀行観光ビジネスマッチングにわが村ブース出展します。

北海道開発局と(株)北洋銀行は地域連携協定を結んでおります。この度、９月７日～
８日に池袋サンシャインシティ（東京）において(株)北洋銀行が主催する観光ビジネス
マッチングにわが村ブースを出展させていただくことになりました。観光に興味がある

わが村団体さんをバイヤーさんたちにしっかりＰＲして参ります！また、今回は根室の
酪農家集団ＡＢ－ＭＯＢＩＴの伊藤代表がわが村団体を代表して参加されます。こちら

もしっかり応援したいと思います。

◎チカホイベント「いいとこ撮り北海道2017」にわが村マルシェが参加します！
札幌市が主催する「いいとこ撮り北海道2017フォトコンサミットin Sapporo」が９月

８日～１１日まで札幌駅前通地下広場（チ・カ・ホ）で開催されます。８日～９日まで

の期間は「わが村マルシェ」と題しまして、わが村団体さんによる特産品の販売をしま
す。１０日～１１日は第８回コンクールパネル展を開催します。この他にも「いいとこ

撮りステージ」では、AIR－G’パーソナリティとマルシェ出店団体さんによるステージ
イベントを開催します。「わが村」運動の紹介やマルシェ出店団体さんの商品ＰＲのほ

か、豪華景品が当たる「わが村農村景観クイズ」もやりますよ～♪
是非みなさんいらしてくださいね。お待ちしてます。

詳しくはこちらをご覧下さい↓
http://www.city.sapporo.jp/kikaku/renkei/iitokodori/2017.html

【出店団体】９月８日（金）、９日（土）２日間

大塚農場（当別町亜麻生産組合 副代表）【当別町】
キセキ・コンダクトカンパニー【東川町】
十勝品質事業協同組合「ＴＯＫＡＣＨＩ ＰＲＩＤＥ」【音更町】

滝上町地場産品振興会【滝上町】
９月８日（金）のみ

若手農業女性グループ「ＷＥＡＶＥ」【由仁町】
うたのぼり・癒しの森「音夢路（おむろ）」【枝幸町】

９月９日（土）のみ
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味わい手作り工房 土梨夢（ドリーム）【奈井江町】
【出展期間】９月８日（金）～９月９日（土）

わが村マルシェ ８日１１：００～１９：００

９日１０：００～１８：００
ステージイベント ８日１２：１５～１２：４５

９日１２：１５～１２：４５
１３：４５～１４：１５

パネル展 １０日～１１日
【開催場所】チ・カ・ホ 札幌駅側イベントスペース

（札幌市中央区北３条西３丁目）

【お問合せ】０１１－７０９－２３１１（内線５６８３／５６８５）
北海道開発局農業水産部農業振興課（伊藤･池上）

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

【わが村団体情報】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

◎第２４回 幌加内町新そば祭り

＜わが村団体名：幌加内町そば祭り実行委員会＞
日本一の産地で香り高い極上のそばを存分に堪能できるお祭りです！

全国そば処食べ歩きのほか、素人そば打ち段位認定大会、北海道素人そば打ち名人大
会、全国そば打ち女流名人大会、ほろかないフォトコンテスト、そばパネル展、そば打

ち講習会なども行われ、日本一のそばの町“幌加内”を堪能できるイベントですよ♪
【開催日時】平成２９年９月２日（土）～９月３日（日）

９：００～１５：３０ 雨天決行

【開催場所】幌加内町役場周辺
【お問合せ】幌加内町そば祭り実行委員会

（ＪＡきたそらち幌加内支所内）
ＴＥＬ：０１６５－２６－７５０５

【Ｈ Ｐ】http://www.horokanai-kankou.com/event.php?id=1297675509343583

◎シンデレラ夢まつり

＜わが村団体名：さろまシンデレラ夢実行委員会＞
特産物の「カボチャ」をテーマに開催される、サロマの夢がたくさん詰まったお祭り

です。カボチャの馬車も登場する“夢パレード”や1000発を一気に打ち上げる“思いっ
きり花火”、各地から自慢のジャンボカボチャが集まる“パンプキンコンテスト”な
ど、ユニークなイベントが盛りだくさん！

【開催場所】佐呂間町（佐呂間町町民センター前会場）
【開催日時】平成２９年９月２日（土）１８：００～３日（日）１５：００まで

【パンプキンらんどサロマＨＰ】http://gkabotya.sakura.ne.jp/2017.html

◎苗木の床替え・木工教室
～自然環境保護に参加しませんか～ 参加者募集中！

＜わが村団体名：リバーネット２１ながぬま＞

床替えとは・・・？
種を蒔いて成長した苗をポットに植え替える大切な作業です！！

床替え作業の後は、木棒、お絵かきコースター、空飛ぶ木の種型ひこうき等を作る、木
工教室を開催します♪

【開催日時】平成２９年９月３日（日）９時～
【開催場所】長沼町錦町区 リバーネット苗場事務所

【参加費】無料 【持ち物】弁当・飲み物
【申込期日】平成２９年９月２日（土）
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【申込・お問合せ】リバーネット２１ながぬま事務局
ＴＥＬ ０１２３－８８－２４０３ ＦＡＸ ０１２３－８８－０３２０

◎平成２９年度 癒しの森「音夢路」第４・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】 第４回 ９月３日(日) 午前１０時集合

第５回 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）
【お問合せ】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。

皆様のご参加をお待ちしております！

◎第３０回じゃがいも伯爵まつり＆ふれあい広場
＜わが村団体名：中標津町農業協同組合青年部＞

「掘って、食べて、遊ぶ。」をテーマに、中標津町の特産品でもあるじゃがいも「伯

爵」の収穫時期に合わせて開催されます。じゃがいも掘り体験や乗馬や気球体験もある
など、老若男女問わず楽しめるイベントです

【開催日時】平成２９年９月３日（日） １０：００～１５：００
【開催場所】道立ゆめの森公園内翼とふれあいのゾーン(標津郡中標津町北中２番地６)
【お問合せ】中標津農業協同組合 ＴＥＬ：０１５３－７２－３７２１

◎☆プルーンの収穫体験とジャム作り体験☆参加者募集中

＜わが村団体名：ふぞろいの北の野菜と果物を応援する会＞
プルーンの収穫体験と美味しいジャム作り、昼食は野菜たっぷりバーベキューを楽し

みませんか♪
【開催日時】平成２９年９月９日（土）９：００～１６：３０
【開催場所】とよたきフルーツパーク（札幌市南区豊滝５２番地）

【定 員】３５名（先着順）
【参加費】２，３００円（大人）､１，０００円（小学生以下）､５００円（未就学児）

（入園料、昼食代金込みです）
【お問合せ・申込】ふぞろいの北の野菜と果物を応援する会（担当：南さん）

ＴＥＬ：０８０－１８６８－６５９８
【Ｈ Ｐ】https://fuzoroi-poro.jimdo.com/

◎おんねゆマルシェ開催のお知らせ
＜わが村団体名：るべしべ白花豆くらぶ＞

わが村参加団体「るべしべ白花豆くらぶ」さんが「おんねゆマルシェ」を行います。
白花豆のスイーツや旬の野菜、パンやオリジナルグッズの他、ぽっぽちゃん揚げやじゃ

がチップス等の飲食コーナーもあります。是非ご来場ください！
【開催日時】平成２９年９月１０日（日）１０：００～１５：００
【開催場所】道の駅おんねゆ温泉

【お問合せ】るべしべ白花豆くらぶ 広報係 須藤哲史
ＴＥＬ：０９０－８９０８－３２２４
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【Ｈ Ｐ】 http://shirohanamame.jp/onneyu-marche-h29/

◎♪秋の森を歩こう・・・『食と農』カレッジ♪参加者募集中

＜わが村団体名：いしかり森林ボランティア「クマゲラ」＞
美味しい秋の味覚には、正しい知識が必要です。

知らないきのこは、「採らない」「食べない」「人にあげない」が、食中毒予防のポイ
ントですよ!

きのこ狩りやきのこ鑑定教室など、秋の森を歩きながら、一緒に楽しく学びませんか？
きのこ汁付き♪
【開催日時】平成２９年９月１６日（土）８：３０～１４：３０

【開催場所】石狩市厚田区 厚田公園キャンプ場他
【集合場所】石狩市役所駐車場北側

【定 員】３０名
【参加費】 ８００円

【申込締切】平成２９年９月１０日（日）
※氏名、年齢、電話番号明記の上、ファックスのこと

【持ち物等】弁当、飲み物、防虫剤、雨具、長靴、籠、小刀、

野外活動できる服装
【参加申込】いしかり森林ボランティア「クマゲラ」

事務局 関さん
ＦＡＸ：０１３３-７４-４５０２

◎９月のフットパス「山の辺コース」（約８キロ）を歩きませんか♪
＜わが村団体名：江部乙丘陵地のファンクラブ＞

紅葉の始まる丸加高原山麓を散策し、咲き始めたコスモスや秋の花を愛でましょう。
【開催日時】平成２９年９月１７日（日）８：３０～１５：００

【開催場所】滝川市江部乙町
【申込期日】平成２９年９月１５日（金）
【参加費】 １，５００円（お土産付き）

【集合場所】高速駐車場
【その他】 昼食持参

【申込・お問合せ】江部乙丘陵地のファンクラブ事務局
ＴＥＬ：０１２５－７５－６１９５

【Ｈ Ｐ】https://ebeotsu-fanclub.jimdo.com/フットパス/

◎第４８回別海町産業祭

＜わが村団体名：北海道別海高等学校 酪農経営科＞
＜わが村団体名：別海町女性農業士会＞

畜産、農産、水産と様々な秋の味覚が勢揃いする食のイベントが今年も別海町で開催
されます。別海高等学校酪農経営科が栽培した野菜の販売会のほか、女性農業士会によ

る別海町の乳製品等を使用した、手作りピザの販売もあります。
【開催日時】平成２９年９月１６日（土）～１７日（日） １０：００～１６：００
【開催場所】別海町農村広場（別海町別海１３２－６０）

【お問合せ】別海町産業祭実行委員会（別海町役場農政課）
ＴＥＬ：０１５３－７５－２１１１（内線１４１７）

【Ｈ Ｐ】http://betsukai-kanko.jp/

◎浜の母ちゃんごっこ市開催のお知らせ
＜わが村団体名：羅臼漁業協同組合女性部＞

【開催日時】平成２９年９月１６日（土） １３：３０～１４：３０

【開催場所】知床らうす交流センター（道の駅知床・らうす）



- 6 -

◎鶴居ふるさとまつり
＜わが村団体名：ＮＰＯ法人 美しい村・鶴居村観光協会＞
＜わが村団体名：鶴居村立鶴居小学校＞

牛乳早飲み競争や牧草ロール転がしなど、酪農にちなんだゲームが多数開催されま
す。生産者による、鶴居産野菜の格安販売のほか、鶴居小学校児童による「タンチョウ

ソーラン」の演舞も目玉のひとつです。
【開催日時】平成２９年９月２３日（土） １０：００～１５：００

【開催場所】茂雪裡川河畔特設会場（鶴居村鶴居北1丁目）
【お問合せ】鶴居村ふるさとまつり実行委員会（鶴居村役場産業振興課内）

ＴＥＬ：０１５４－６４－２１１４

【Ｈ Ｐ】http://www.vill.tsurui.lg.jp/index.html

◎第２回酪農博士認定試験開催のお知らせ
＜わが村団体名：ＮＰＯ法人 厚岸ネット＞

厚岸町の基幹産業の一つである、酪農のほかに、開拓史や環境に関する出題から８割
以上正解すると「酪農博士」に認定されます。

また、試験終了後は懇親会として「太田の牛肉を食べよう会」(料金別途)を予定して

います。
【開催日時】平成２９年９月２４日（日） 受付１３：００～ 開始１３：３０～

【開催場所】厚岸町太田活性化施設「らくとぴあ」(厚岸町太田５の通り)
【受験料】２,０００円（試験問題集は、今回配布分は無料です。)

【申込締切】平成２９年９月１８日
【申込・お問合せ】酪農博士認定実行委員会事務局（たけだこうむてん(株)）

ＴＥＬ：０１５３－５２－７６００

【Ｈ Ｐ】http://www.npo-akkeshi.net/

◎第３３回根室産業フェスティバル
＜わが村団体名：根室・室根交流の会会＞
【開催日時】平成２９年１０月１日（日） １０：００～１４：００

【開催場所】北方四島交流センター(ニ･ホ･ロ)横特設会場（根室市穂香１１０－９）
【お問合せ】根室商工会議所 ＴＥＬ：０１５３－２４－２０６２

【Ｈ Ｐ】http://www.necci.or.jp/

◎①十勝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

【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。

【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＞
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【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）

お盆８月１４日（月）も営業になります。
【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】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◎札幌以外の地域企業を対象とした、セミナーのお知らせです。

道では、若者の地域企業への就業を促進させるため、地域企業の情報発信力や採用

力の向上を目的に、「食・ものづくり関連産業」を対象にした「企業向け情報発信力
・採用力向上セミナー」を全道16ヶ所で実施します。企業PRの機会、若年者の人材確

保の機会としてご利用ください。

企業の情報発信・採用活動の準備段階に合わせてセミナーの内容を選択できるよう
「基本編」と「実践編」の2つのプログラムを提供します。

【実施地域】全道16ヶ所

（中標津町、釧路市、帯広市、北見市、苫小牧市、恵庭市、岩見沢市、江差町、函

館市、滝川市、室蘭市、旭川市、新ひだか町、留萌市、稚内市、小樽市）
※2月以降に根室市での実施も予定。

各セミナー終了後に、企業のフォローアップと地域企業説明会の紹介を行います。

その他の詳細につきましては、http://ngj.hokkaido.jp/company/をご覧ください。
【申込・お問合せ】北海道委託事業 若年者安定就業促進事業（地域企業の人材確保

情報発信支援）事務局株式会社日本マンパワー

TEL 0120-189-977 FAX 011-221-0563
E-Mail info@ngj.hokkaido.jp

◎「機能性『素材・食品・化粧品』ビジネスマッチングin札幌2017」参加企業の募集!
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【開催日時】平成29年11月21日（火）14：00～17：30、
11月22日（水）9：30～17：30、

【開催会場】京王プラザホテル札幌
（札幌駅徒歩5分/北海道札幌市中央区北5条西7丁目）

※詳しくは http://www.sec.jp/post/view/id/41689

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

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

北海道で Do Your Part！

～国立公園・世界自然遺産カーボン・オフセットキャンペーン～

国立公園の豊かな自然にふれあいながら、環境に負荷をかけないよう、また自然
と共生する社会の実現に向けた行動を喚起するためのキャンペーンです。

※詳しくはこちらをご覧ください↓

URL：https://japancredit.go.jp/cp/10/

※個人のみなさまは、こちらから参加・応援いただけます↓

URL：https://donation.yahoo.co.jp/detail/5137001/

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

暦の上では処暑が過ぎ、蒸し暑さもようやく和らいできましたね。
さて、釣りの世界において、夏の終わりの北海道は投げ釣りのターゲットが少なく、いわ

ゆる「夏枯れ」の時期などと言われていますが、岸壁や岩場からちょい投げで根魚を狙う
「ロックフィッシュ」はどうかと思い立ち、お盆に古平港まで単独釣行してみたのですが
・・・あえなく惨敗。鯛焼きサイズのクロソイとガヤ（エゾメバル）ばかり。う～ん、沖

堤まで行けば大きいのが潜んでいそうなのですが、残念。
結局、昔から顔馴染みのネコ（古平港の主）に餌（釣った魚）を与えただけの深夜ドライ

ブになってしまいました・・・。
これから秋の北海道といえば「食」・「景観」、そして「釣り」ですね（私の中では）。

皆さんもそれぞれの秋を楽しみましょう！
Ｍｒ．釣男

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

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。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊


