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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 □■□
□□■□□ ２０１７／８／１ 第８９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」８月号の掲載情報

【わが村団体情報】

◎第３１回ひまわりまつり（北竜町、７月１５日～８月２０日）
◎おちいし岬フットパス大会開催のお知らせ（根室市、８月５日）

◎鶴居村ふるさと仮装盆踊り･花火大会（鶴居村、８月１４日）
◎第２回ガイドウォーク～ぶらしっち～夏の農家ランチ付きガイドウォーク

（美唄市、８月２０日）
◎第５回ほんべつ肉まつり２０１７（本別町、８月２０日）
◎第１回最東端ねむろシーサイドマラソン(スポーツ親善交流)（根室市、８月２０日）

◎kuraché（クラシェ）「旬を味わう」に出店します♪（札幌市、８月２３日、２９日）
◎浜の母ちゃんごっこ市開催のお知らせ（羅臼町、８月２６日）

◎第５回『宮島沼カントリーフェス』開催のお知らせ（美唄市、８月２７日）
◎親子釣り大会（幌延町、８月２７日）

◎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）

●平成２９年度 癒しの森「音夢路」第４回ウォーキングの集い（枝幸町、９月３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）
◎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）

【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２次募集のご案内（北海道商工会連合会）

◎空知地域商品づくりセミナー＆農商工マッチングフェアｉｎ岩見沢
（道総研 食品加工研究センター・北海道空知総合振興局）

【お知らせ】
◎平成２９年度「手づくり郷土（ふるさと）賞」を募集中！（北海道開発局）

◎ディスカバー農山漁村（むら）の宝 第４回募集！（農林水産省）
＜編集後記＞
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

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

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◎ＪＲ北海道車内誌「ＴＨＥ ＪＲ Ｈｏｋｋａｉｄｏ」８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。８月号では第８回コンクールで優秀賞を受賞した「ふらの樹海
やさい工房「しずく」運営委員会」が紹介されています。

学校にあるテント一張りを店舗に、土日だけの営業だった直売所が、２０１６年運営
委員会が設立され、営業日も金、土、日の週３日。協力農家も３５軒に増えました。今
年は市からプレハブを借り受け、交流の場としての機能も強化されました。「しずく」

は過疎化、高齢化が進む山間地にある一地区の中で、地域のコミュニケーションを図る
場としての役割も担っている直売所のようです。
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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～〗

「しずく」が活動する富良野市東山地区には、広さ約２３６km2（市の全森林面積の
約半分）を有する東京大学北海道演習林をはじめ、樹齢数百年の大木が立ち並ぶ原始の

森、いわゆる「富良野の樹海」が広がっています。年間気温差が58.5℃（H27年度統
計）もあり、厳しい冬には、樹海の大木に数メートルの「凍裂」が走る音が木霊するそ

うです。「樹海小学校」や「かえで、あやめ、つつじ」と言った地名にも表れている様
に、地域は「ふらの樹海」と共に歩んできました。

「ふらの樹海」を有する地域で採れた野菜達は、気温差により糖度が高く食味が良い

ことが口コミで広がり、直売所は多くのお客さんで賑わっています。「ふらの樹海」か
らのお裾分け、みなさんも食べてみませんか？

↓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/ud49g70000010b4k.
pdf
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

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

◎第３１回ひまわりまつり
＜わが村団体名：北竜町ひまわり観光協会＞

毎年２０万人以上の観光客の方が訪れる、北竜町を代表する観光スポットです。
２３haの広大な畑に１５０万本ものひまわりが咲き誇る様は圧巻の一言！
約３０種類もの世界のひまわりを鑑賞することのできる世界のひまわりコーナー、ひま

わりで作られた巨大な迷路、飲食や買い物を楽しむことのできる観光センターなども併
設されており、レンタサイクルもありますので広い里内も楽々巡ることができます。

また花火大会など日毎の様々なイベントも催されています。是非遊びに来ませんか？
【開催日時】平成２９年７月１５日（土）～８月２０日（日）
【開催場所】ひまわりの里（雨竜郡北竜町字板谷１４３－２）

【お問合せ】北竜町ひまわり観光協会（北竜町役場商工ひまわり観光林務係）
ＴＥＬ：０１６４－３４－２１１１

【Ｈ Ｐ】http://hokuryu-kankou.com/index.html

◎おちいし岬フットパス大会開催のお知らせ
＜わが村団体名：落石地区マリンビジョン協議会＞

落石漁協を出発し、落石岬周辺を散策する全長約８ｋｍの散策コースとなっており、

落石特有の断崖絶壁の景観や高山植物などが楽しめます。
途中、当日一般公開される落石岬灯台や旧落石無線局跡で展開されるアートプロジェ

クト「落石計画」も見学できます。
【開催日時】平成２９年８月５日（土） ９：００～１３：３０

【お問合せ】落石漁業協同組合総務部 ＴＥＬ：０１５３－２７－２１２１
【Ｈ Ｐ】http://www.nemuro-footpath.com/blog/2017/07/07-173606.php

◎鶴居村ふるさと仮装盆踊り･花火大会
＜わが村団体名：ＮＰＯ法人美しい村･鶴居村観光協会＞

【開催日時】平成２９年８月１４日（月）１８：３０～２１：３０
【開催場所】鶴居村営球技場（阿寒郡鶴居村鶴居西５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回ガイドウォーク～ぶらしっち～夏の農家ランチ付きガイドウォーク
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＜わが村団体名：宮島沼プロジェクトチーム＞
今回のガイドウォークのテーマは…

『幻の美唄ビーチと富樫神社の沼を探せ！宮島沼の原風景と歴史をたどるガイドウォー

ク Ｐａｒｔ２』です！！
宮島沼の周囲を歩き、湿原の痕跡や開拓の史跡を紹介しながら、宮島沼の原風景と歴

史を紐解きます。
【開催日時】平成２９年８月２０日（日）１０：００～１４：００

【開催場所】北海道美唄市西美唄町大曲３区 宮島沼水鳥・湿地センターに集合
※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） 【持ち物】 歩きやすい格好、虫よけ、飲み物など

【申込締切】平成２９年８月１３日（日）
【申込み先】宮島沼水鳥・湿地センター（担当：牛山さん）

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

【参加費】 おひとり２，３００円（地場産・旬野菜たっぷりのお昼ご飯付き）
【Ｈ Ｐ】 http://miyajimanumaproject.blog.fc2.com/

◎第５回ほんべつ肉まつり２０１７
＜ほんべつ肉まつり実行委員会＞

地域で生産された自慢の牛、豚、鳥、羊肉のほか、大好評だった尾崎牛（ゲスト肉）
も再入荷！さらに、農畜産物加工品や海産物も販売します。本別産の木炭を使用した無

料焼台で、好きなお肉を自由に思いっきり楽しんでください！
【開催日時】平成２９年８月２０日（日）１０：００～１５：００ 雨天決行
【開催場所】義経の里本別公園（中川郡本別町東町５１）

【お問合せ】ほんべつ肉まつり 事務局 ＴＥＬ：０９０－８２７１－０２６２
【関係ＨＰ】http://www.town.honbetsu.hokkaido.jp/

【入 場 料】前売券５００円、当日券８００円（中学生以下無料）

◎第１回最東端ねむろシーサイドマラソン（スポーツ親善交流）

＜わが村団体名：根室・室根交流の会＞
北方領土ノサップ岬マラソンが、種目を増やすなどし、今年からリニューアルして開

催されます。全種目で完走者には地元特産の花咲カニを丸ごと１杯プレゼントするなど
根室らしさをアピールする大会となっています。

【開催日時】平成２９年８月２０日（日） ９：３０スタート
【開催場所】根室市青少年センター前庭（開・閉会式）

根室市営球場前（スタート・ゴール）

【Ｈ Ｐ】http://www.nemuroseaside-marathon.jp/

◎kuraché（クラシェ）「旬を味わう」に出店します♪
＜わが村団体名：ＷＥＡＶＥ（ウィーブ）＞

由仁町の若手女性農業者グループ「ＷＥＡＶＥ」が、札幌のチ・カ・ホで開催される
kuraché（クラシェ）に２日限定で旬の野菜などを販売します。
美味しくて珍しい野菜を見つけに来ませんか？

【開催日時】平成２９年８月２３日（水）１０：３０～１８：３０
平成２９年８月２９日（火）１０：３０～１８：３０

【開催場所】札幌市中央区北１条西３丁目 チ・カ・ホ（札幌駅前地下歩行空間）
北一条イベントスペース東側（出口７と９の間）

【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
ＦＡＸ：０１２３－７２－７２７６

◎浜の母ちゃんごっこ市開催のお知らせ
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＜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８月２６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）

◎第５回『宮島沼カントリーフェス』開催のお知らせ
＜わが村団体名：宮島沼プロジェクトチーム＞

『宮島沼カントリーフェス』は、「食と農と自然」、「体験と交流」をキーワードに
した手作りの農業祭です！

旬の野菜や果物の軽トラ市はもちろん、長靴飛ばし大会やキッズカーニバル、農家の
奥さま食堂、ドジョウのタッチプール、ヨシ紙や羊毛フェルトなどのクラフト教室、家

庭菜園相談所などなど内容もりだくさん！今年の目玉企画は…！？
みなさまのお越しをお待ちしております～。

【開催日時】平成２９年８月２７日（日）１０：００～１５：００

【開催場所】北海道美唄市西美唄町大曲3区
宮島沼水鳥・湿地センター

【お問合せ】宮島沼水鳥・湿地センター（担当：牛山さん）
ＴＥＬ：０１２６-６６-５０６６

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

◎親子釣り大会
＜わが村団体名：ワラベンチャー問寒クラブ＞

大人と子どものペアで釣りの楽しさを味わうとともに、自然に親しみます。
【開催日時】平成２９年８月２７日（日）１０：００～
【集合場所】幌延町問寒別 道道豊富中頓別線(至知駒峠)問寒別側パーキング

【参加費】１人４００円（保険料・釣り餌代・食材代など）
【服装等】釣りざお、えさ、仕掛け、長靴、びく(バケツ等)、カッパ、タオル

リュック、帽子、虫よけ対策用グッズ(虫よけスプレーなど)
ぬれてもよい服装、着替え、おにぎり

※釣り道具はお貸しできますので、全て揃わなくても構いません。
【申込先】ワラベンチャー事務局

（問寒別小中学校 菊地さん：０１６３２－６－５１４１）

【Ｈ Ｐ】http://www.town.horonobe.hokkaido.jp/www4/toikanbetsu/
※小雨決行ですが、悪天候や川の水かさが増している場合は、体育館で室内行事を実

施します。（その場合、朝８：００までに電話連絡します。）

◎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
＜さろまシンデレラ夢実行委員会＞
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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

●平成２９年度 癒しの森「音夢路」第４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】９月３日(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：横山さん 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

◎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、試験後は懇親会として「太田の牛を食べる会」(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/

【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
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※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】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◎平成29年度北海道農商工連携ファンド事業２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】２次募集：平成２９年７月７日（金）～平成２９年８月２１日（月）
【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

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/

◎空知地域商品づくりセミナー＆農商工マッチングフェアｉｎ岩見沢
（道総研 食品加工研究センター・北海道空知総合振興局）

空知管内の食品関連企業等の商品づくりを支援する専門家によるセミナーと、農
業生産者と加工事業者等とのマッチングを実施することとしました。

本セミナーでは、食加研の概要や取り組みについてご紹介するとともに、酪農学
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園大学の阿部茂教授に食品企画開発についてご講演いただきます。
また、食品に関する技術的課題に対する個別相談を行うとともに、管内の農業生

産者と加工事業者等とのマッチングも実施いたしますので、多数の方のご参加をお

待ちしています。（参加無料）
【開催日時】平成２９年８月２１日（月）１３：００～１７：００

【開催場所】まなみーる岩見沢市民会館・文化センター １階多目的室
岩見沢市９条西４丁目１番地１ TEL０１２６－２２－４２３３

【お申込み・お問合せ】食品加工研究センター 食関連研究推進室（阿波さん）

TEL：０１１－３８７－４１１６
FAX：０１１－３８７－４６６４

mail：awa-tsuyoshi@hro.or.jp
【申込締切】８月１４日（月）までにＦＡＸまたは電子メールで申込みして下さい。

※事前申込みがなくても当日の参加受付あり。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【お知らせ】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◎平成２９年度「手づくり郷土（ふるさと）賞」を募集中！（北海道開発局）

「手づくり郷土賞」は、地域活動によって地域の魅力や個性を生み出している良質な
社会資本とそれにかかわった団体のご努力を国土交通大臣が認定、表彰する制度です。

現在、平成２９年度の「手づくり郷土（ふるさと）賞」の募集を行っています。地域
づくりに取り組む活動団体、地方公共団体のみなさまのご応募をお待ちしております。

これまで、「わが村は美しく－北海道」運動で表彰された２団体が「手づくり郷土

賞」に選定されています。
（黒松内町）黒松内ぶなの森自然学校運営協議会（H16年度手づくり郷土賞に選定）

http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ns/nou_sin/ud49g7000000oqr1.html

（旭川市）ＮＰＯ法人グラウンドワーク西神楽（H25年度手づくり郷土賞に選定）
http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ns/nou_sin/4050.html

【募集期間】平成２９年６月２６日（月）～９月１日（金）
【お問合せ】北海道開発局開発監理部開発調整課（担当：前田）

ＴＥＬ ０１１－７０９－２３１１（内線５４７０）
詳しい応募方法については、こちらのＵＲＬをご覧ください↓

http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/chousei/ud49g70000001pgp.html
過去の受賞内容については、こちらのＵＲＬをご覧下さい↓

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/tedukuri/former_list/former_list.html

◎ディスカバー農山漁村（むら）の宝 第４回募集！（農林水産省）

農山漁村の有するポテンシャルを引き出すことにより地域の活性化、所得向上に取り
組んでいる優良事例を選定し､全国に発信するものです。また、優良事例に選定されると

農林水産省ホームページで活動が紹介されるほか､各種メディア媒体への紹介記事掲載や
様々なイベントへの出展支援などを通じて､全国的な情報発信の後押しが受けられます。
【募集期間】平成２９年６月１５日（木）～８月２１日（月）

詳しくはこちらをご覧ください↓
http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/discover.html

【これまでに選定されたわが村団体】
第３回 特定非営利活動法人 美しい村・鶴居村観光協会

第２回 絵本の里けんぶちＶＩＶＡマルシェ
第１回 富良野オムカレー推進協議会

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

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

世間は夏休みですね。最近テレビで、奥出雲多根自然博物館という博物館では宿泊もで
きると知りました。宿泊する子どもたちは、宿泊者限定のナイトミュージアムで、ライト
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アップされた展示物を見て回るようです。出雲は遠いので行けませんが、今年の夏は長沼
町にある馬追温泉に泊まりにいきます。森の中にある明治から続く湯治宿で、夜遅くまで
お酒を楽しみます。（George）

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

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


