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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 □■□
□□■□□ ２０１７／６／１ 第８７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」６月号の掲載情報

【わが村団体情報】
◎フラワーロードユリ植え（真狩村、６月４日）

◎ニホンザリガニ・テシオコザクラ観察会（幌延町、６月４日）
◎第１０回おちいし・味まつり（根室市、６月４日）

●第３回あさがお販売会のお知らせ（旭川市、６月８日）
◎北の大地マルシェ直売所オープン（岩見沢市、６月１１日）
●江部乙丘陵地フットパス（滝川市、６月１１日、７月１日）

●ハーブガーデニング講座開講します（鶴居村、６月１３日、１４日）
◎宮島沼の原風景と歴史をたどるガイドウォーク（美唄市、６月１８日）

●平成２９年度 癒しの森「音夢路」ウォーキングの集い（枝幸町、６月１８日）

●浜の母ちゃんごっこ市開催のお知らせ（羅臼町、６月２４日）
●２０１７うまいよ！るもい市（留萌市、６月２５日）
◎国際トラクターＢＡＭＢＡ（更別村、７月９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）

◎温泉市（森町、５月７日～６月２５日毎週日曜日）
【活動支援メニュー情報】
◎「北海道アグリ・フードプロジェクトイベント＆カンファレンス」出展のご案内

（一般社団法人日本能率協会（ＪＭＡ））
【お知らせ】

◎北のめぐみ愛食フェア2017開催のお知らせ（札幌市、６月２１日～２３日）
◎深川ご当地おにぎり「さくら おにぎり」発売中！（深川市、５月２日～）

＜編集後記＞
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

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

◎ＪＲ北海道車内誌「ＴＨＥ ＪＲ Ｈｏｋｋａｉｄｏ」６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。６月号では第８回コンクールで優秀賞を受賞した「有限会社渡辺
体験牧場」が紹介されています。

人口１万人にも満たない弟子屈町に、年間３万もの観光客が訪れるスポットである渡
辺体験牧場。近隣の施設に宿泊している観光客から要望があり、１９８５年頃から牧場
体験を受け入れされていました。１９９４年、ゲストハウスの建築をきっかけに牧場名
に「体験」を入れるようになり、これが渡辺体験牧場ストーリーの始まりだそうです。

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～〗

酪農の「酪」には牛などの乳から作った飲料またはバターの類いという意味があるこ
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と、ご存じですか。さらに、乳製品を発酵の段階の順に「酪」、「生酥(しょうそ)」、
「熟酥(じゅくそ)」、「醍醐」という言葉で表し、最後の段階の「醍醐」がこれらの中
で最も美味しい味とされています。これが「最高の美味」を意味する仏教用語「醍醐

味」に転じ、今では「本当の面白さ」、「深い味わい」、「神髄」と言った意味で使わ
れています。

渡辺体験牧場で、酪農の醍醐味（本当の面白さ、深い味わい、神髄）を体験して下さい
ね。

↓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/ud49g7000000jxk7-att/ud49g7000000k6q4.

pdf
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

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

◎フラワーロードユリ植え
＜わが村団体名：村作り研究会＞
【開催日時】平成２９年６月４日（日）１３：００～

【開催場所】真狩フラワーセンター
【お問合せ】フラワー公社 ＴＥＬ：０１３６－４５－３６１３

【Ｈ Ｐ】http://www.shiribeshi-i.net/category/makkari/

◎ニホンザリガニ・テシオコザクラ観察会 ～めざせ！ザリガニハンター～
＜わが村団体名：ワラベンチャー問寒クラブ＞
今年はニホンザリガニを探しに行きます。また、幌延町の花、テシオコザクラも観る

ことができます。北大天塩研究林から、講師の先生方にお越しいただき、ニホンザリガ
ニ・テシオコザクラについて教えていただきます。野山を歩き、いろいろな発見ととも

に、問寒別地域の自然を満喫してみませんか。
【開催日時】平成２９年６月４日（日）10:00～14:00
【集合場所】幌延町問寒別 問寒別小中学校

【参加費】 １人１００円（保険料など）
【服装等】 長袖、長ズボン、長めの長靴、帽子、軍手、雨合羽（雨具）、おにぎり、

水筒，タオル，虫よけ，リュック，（お持ちであれば）熊よけの鈴
【申込先】 ワラベンチャー事務局（問寒別小中学校 菊地：01632-6-5141）

【Ｈ Ｐ】 http://www.town.horonobe.hokkaido.jp/www4/toikanbetsu/
※当日の雨天や、前日までの雨天による川の増水などの条件により、現地での活動がで
きない場合には、室内（問寒別小中学校プレールーム）での活動など、活動内容・日程

を変更しますのでご了承ください。

●第１０回おちいし・味まつり
＜わが村団体名：落石地区マリンビジョン協議会＞

旬の地元水産物の販売、炭火焼コーナー、たこ飯、ほっきカレー、鉄砲汁、ほっきス
ープ、ほっきご飯等地元の旬の食材をふんだんに使用した食事を販売します。
【開催日時】平成２９年６月４日（日） １０：００～１４：００

【開催場所】落石漁港内中央埠頭（根室市落石西３９５番地）
【お問合せ】マリンポートフェスティバル実行委員会（落石漁業協同組合内）

◎第３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６月８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）
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●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＞
花苗や葉物野菜、地場農産物を使った加工品などが販売されます。

是非、農村風景を楽しみながら、遊びに来てみませんか？
【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

◎江部乙丘陵地フットパス

＜わが村団体名：江部乙丘陵地のファンクラブ＞
★丘の辺コース

江部乙丘陵地に点在する菜の花畑を巡り、季節の草花や里山の景観を楽しみます。
※お土産・ジンギスカン昼食付き

【集合場所】フルーツの丘
【開催日時】平成２９年６月１１日（日）８：３０～１４：３０
【参加費】会員２，３００円 一般２，５００円 【申込締切】６月９日（金）

★道産子追憶之巻コース

岩橋英遠画伯誕生の地を訪ね、「道産子追憶の巻」に描かれた原風景を巡ります。
滝川市美術自然館との共同事業。

【開催日時】平成２９年７月１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】 ５００円（会員／一般） 【申込締切】６月２９日（木）

※申込み・問合せ 江部乙丘陵地のファンクラブTEL/FAX：０１２５－７５－６１９５
※Ｈ Ｐ https://ebeotsu-fanclub.jimdo.com/

●ハーブガーデニング講座開講します

＜わが村団体名：ハーブンマージュ＞

【開催日時】平成２９年６月１３日（火）、６月１４日（水）
１０：００～１３：００

【開催場所】ファームレストラン「ハートンツリー」（阿寒郡鶴居村字雪狸496-4）

【お問合せ】ＴＥＬ：０１５４－６４－２５４２
【Ｈ Ｐ】http://heartntree.jimdo.com/

◎宮島沼の原風景と歴史をたどるガイドウォーク

＜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（地域のお母さん逹）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。
【開催日時】平成２９年６月１８日（日）１０：００～１４：００

【開催場所】宮島水鳥・湿地センター（美唄市西美唄町大曲3区）
【参加費】 おひとり２，３００円

【定 員】 １５名（先着順）【申込締切】６月１１日（日）
【持ち物】 歩きやすい格好、飲み物など
【お問合せ】宮島水鳥・湿地センター（担当:牛山）

ＴＥＬ：０１２６－６６－５０６６
E-MAIL：mwwc@dune.ocn.ne.jp

【Ｈ Ｐ】http://miyajimanumaproject.blog.fc2.com/

●平成２９年度 癒しの森「音夢路」ウォーキングの集い 開催日決定！

＜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＞
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「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２回 ６月１８日(日) 午前１０時集合

第３回 ７月２３日(日) 午前１０時集合
第４回 ９月 ３日(日) 午前１０時集合

第５回 １０月 ９日(月・祝)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。
今年も皆様のご参加をお待ちしております！

●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６月２４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）

◎２０１７うまいよ！るもい市

＜わが村団体名：「うまいよ！るもい市」実行委員会＞
今年２回目開催の「うまいよ！るもい市」では、「ホタテ釣り」や「お楽しみカンパ

抽選会」そして「ウニ乗せ放題！」など様々な企画をご用意しております。
ぜひ、皆様ご来場ください。

【開催日時】平成２９年６月２５日（日）１０：００～１４：００

【開催場所】留萌地方卸売市場（留萌市明元町５丁目３番地 新星マリン漁協内）
【お問合せ】うまいよ！るもい市実行委員会（ＮＰＯ法人留萌観光協会 事務局内）

ＴＥＬ：０１６４－４３－６８１７
【Ｈ Ｐ】http://rumoi-rasisa.jp/

◎国際トラクターＢＡＭＢＡ
＜わが村団体名：国際トラクターＢＡＭＢＡ実行委員会＞

メカ馬（農業用トラクター）が北の大地を駆け抜ける迫力満点のイベント。全長150m
のコースを重量級のソリをひき、コース内のスラロームを走破して勝敗を競います。競

技以外にも楽しめるイベントが盛りだくさんです♪
【開催日時】平成２９年７月９日（日）８：４５～１５：３０

【開催場所】更別村ふるさと館周辺、更別村商店街
【お問合せ】国際トラクターＢＡＭＢＡ実行委員会（更別村商工会内）

ＴＥＬ：０１５５－５２－２０１０

ＦＡＸ：０１５５－５２－２０１９
【Ｈ Ｐ】http://www.t-bamba.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＞
ウトロ漁協女性部食堂が今季の営業を開始します。ウトロ漁港内にあるこの食堂は、

毎年４月末～１０月末頃までの期間限定営業です。この機会にぜひ訪れてみませんか？
【営業日時】平成２９年４月２９日（土）～１０月末（未定）
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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）

【電 話】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

◎温泉市
＜わが村団体名：温泉市（森町）＞

【開催日時】平成２９年５月７日（日）～６月２５日（日）毎週日曜日
１４：００～１８：００（売り切れの場合もあるので注意してください。）

【場 所】茅部郡森町字濁川（幟が目印です。）
【お問合せ】茅部郡森町字濁川 豆澤 喜代 ＴＥＬ：０８０－１９８７－８７０５

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

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

◎「北海道アグリ・フードプロジェクトイベント＆カンファレンス」出展のご案内
（一般社団法人日本能率協会（ＪＭＡ））

「農(アグリ)」と「食(フード)」が集結する年に一度のビッグイベント。“アグリと
フードからはじまるビジネスイノベーション”が、農業所得と新たな担い手を増大させ
北海道の活性と発展に寄与する「力強い農業」を実現します。

【開催日時】平成２９年１１月２２日(水)・２３日（木・祝）１０：００～１７：００

【開催場所】アクセスサッポロ（札幌市白石区）

※詳しくはこちらをご覧ください↓
http://www.jma.or.jp/hafp/outline/index.html

※出展申込書はこちらからダウンロードできます↓
http://www.jma.or.jp/hafp/pdf/hafp_application.pdf

※助成金を活用した展示会出展についてはこちらをご覧ください↓

http://www.jma.or.jp/hafp/exhibit/jyosei.html

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

【お知らせ】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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◎北のめぐみ愛食フェア2017開催のお知らせ（札幌市、６月２１日～２３日）
北海道庁赤れんが前広場において北のめぐみ愛食フェア2017が開催されます。
わが村団体さんも出店しますので､是非皆さんいらしてください。

【わが村団体（予定）】・有限会社 協和農産
・ＪＡほんべつ

（豆ではりきる母さんの会、ほんべつキレイ豆の会）
【開催日時】平成２９年６月２１日(水)～６月２３日(金)１０：００～１７：００

（最終日は１６：００まで）
【開催場所】北海道庁赤れんが前広場

◎深川ご当地おにぎり「さくら おにぎり」発売中！（深川市、５月２日～）
＜わが村団体名：ふかがわ地域資源活用会議＞

深川市の特産品である黒米をより身近に､手軽に食してもらいたいということから始ま
った商品開発。わが村団体であるふかがわ地域資源活用会議と販売元である「まるみ食

品合同会社」と連携・協力し誕生したレトルトパックのおにぎりです。
道の駅ライスランドふかがわ、深川物産館（深川駅）、Ｂｅｃｏ（まるみ食品：深川
市６条１－４））で購入出来ます。

【価 格】１袋２食入り３００円（税込）
【お問合せ】０１６４－２６－８１０３

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

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
すっかり暖かくなりましたね。「わが村は美しく－北海道」運動第８回コンクールの大賞
審査もいよいよ始まろうとしています。各ブロックで選考された優秀賞受賞１４団体の様

々な活躍が審査され大賞が選ばれます。今回も地域の農産物を加工し、地域特産物を売り
だそう、女性農業者の力で農村を活き活きさせよう、地域資源を活かして全国から人を呼

び込もうなどこのほかにもいろいろな団体の皆さんがおります。これらの地域に根付いた
農林水産業という活動があるから北海道らしく美しい景観があるのだと思います。
大好きな北海道で活躍するみんな頑張れ！

私もＴＮ（ＴＡＣＨＩ・ＮＯＭＩ）頑張ります！友達募集中・・・・！
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。

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


