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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 □■□
□□■□□ ２０１７／５／１ 第８６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」５月号の掲載情報

【わが村団体情報】
●鶴居運動広場オープニングイベント（鶴居村、５月３日、５月５日）

●♪めむろファーマーズマーケット愛菜屋オープン♪（芽室町、５月２日）
●温泉市 開催（森町、５月７日）

◎第２回あさがお販売会のお知らせ（旭川市、５月１１日）
◎江部乙丘陵地フットパス（滝川市、「山の辺コース」５月１３日/「菜の花フットパ

ス」５月２８日/「丘の辺コース」６月１１日）

◎第６８回あっけし桜・牡蠣まつり（厚岸町、５月１３日～２１日）
◎ハーブガーデニング講座開講します（鶴居村、５月１６日､６月１３日、１４日）

◎第６回伊達市観光物産館まつり（伊達市、５月２０日、２１日）
◎さらべつ すももの里まつり（更別村、５月２１日）

◎しかおい花市（鹿追町、５月２１日）
◎２０１７うまいよ！るもい市（留萌市、５月２１日）

◎春の森を歩こう（石狩市、５月２７日）
◎浜の母ちゃんごっこ市開催のお知らせ（羅臼町、５月２７日､）

◎第５回歯舞おさかな祭り（根室市、５月２８日）
◎前略 道の駅から２０１７（神恵内村、５月２８日）

◎第１０回おちいし・味まつり（根室市、６月４日）
◎北の大地マルシェ直売所オープン（岩見沢市、６月１１日）

【現在開催中のイベント情報】

●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)
【活動支援メニュー情報】

◎平成２９年度「北海道ドライブ観光パス社会実験（仮称）」協力施設募集中です！
（北海道開発局）

◎平成２８年度第２次補正「小規模事業者持続化補助金」追加公募を開始しました。
（北海道経済産業局）

◎「ものづくり×デザインセミナー」開催のご案内（（一財）さっぽろ産業振興財団）

◎「私達の起業ストーリー」を発刊しました
～北海道女性起業家支援ネットワーク（ほくじょき．net）～（北海道経済産業局）

●平成２９年度北海道農商工連携ファンド事業募集のご案内（北海道商工会連合会）
●北海道中小企業応援ファンド事業募集開始のお知らせ

（(公財)北海道中小企業総合支援センター）

●中小企業向け 経済産業省支援メニューガイドブック作成のお知らせ
（北海道経済産業局）

【お知らせ】
●石狩・空知地域版第８回コンクール応募団体紹介の冊子を作成しました。

（札幌開発建設部 土地改良情報対策官）
＜編集後記＞
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
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◎ＪＲ北海道車内誌「ＴＨＥ ＪＲ Ｈｏｋｋａｉｄｏ」５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。５月号では第８回コンクールで優秀賞を受賞した「ＷＥＡＶＥ
（ウィーブ）」が紹介されています。

２０１３年、ＷＥＡＶＥ（ウイーブ）という若手女性農業者１５人のグループが誕生
しました。会の名前は、「編む」「織る」と言う言葉から。「女性らしく丁寧に活動し
ていきたい」という思いを込めたそうです。子どもが小さいメンバーが多いので、活動
は無理に参加しない。楽しみながらできることだけやるのが会のモットー。今年はオリ

ジナル商品「乾燥野菜」のテスト販売に踏み切ったそうです。

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～〗

「ヤリキレナイ川」が多くのバラエティ番組で放映され、一躍全国区となった由仁町
ですが、ヤリキレナイどころか、非常にやりがいのある多様な農業が展開されている町

なのです。ちょっとご紹介すると、お米はもちろんのこと、大豆、やまいも、ピーマン
スイカ、りんご、花卉などは道内の市町村別作付け面積で10番台以内！その他に沢山の
野菜や果物も作られ、多様な農業が展開されています。そんな農家さんに町外から嫁い

でこられた女性が多いＷＥＡＶＥ。これからの活動を通じてどんな風に町や地域を「編
んで」くれるのか楽しみですね。

↓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
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【わが村団体情報】
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●鶴居運動広場オープニングイベント（鶴居村、５月３日、５月５日）

＜わが村団体名：（株）鶴居村振興公社 鶴居運動広場＞
＜ 〃 ：ＮＰＯ法人 美しい村・鶴居村観光協会＞

オープニングイベントとして、５月３日（水）と５月５日（金）に恒例の大抽選会を
今年も開催します！！

５月３日（水）→わくわく抽選会 商品総額３０万円

５月５日（金）→こどもの日スペシャル大抽選会 商品総額３５万円
遊具券２，０００円購入毎に､抽選券１枚進呈（購入したその場で抽選結果がわか

る。）抽選券は先着２００枚まで（なくなり次第終了。））
【開催日時】平成２９年５月３日（水）、５月５日（金） ９：００～

【所 在 地】鶴居運動広場（鶴居村鶴居北１丁目１番地）
【お問合せ】（株）鶴居村振興公社 ＴＥＬ：０１５４－６４－２８４０
【Ｈ Ｐ】http://www.vill.tsurui.lg.jp/kankou/kankou/kankou_08.html

●♪めむろファーマーズマーケット愛菜屋オープン♪

＜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＞
いよいよ待望のオープン￤￤今年も恒例のイベントの開催、朝取りの野菜を販売し

ます。ご来店をお待ちしています。

【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
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【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 開催

＜わが村団体名：温泉市 （森町）＞
今年も恒例となった「温泉市」が始まります。温泉熱でじっくり育てた美味しいトマ

トをはじめ、たくさんの新鮮な地元野菜を販売しています。近くには江戸時代に発見さ
れたという温泉もあるのでそちらも楽しんではいかがですか？
【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。）
【開催場所】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

◎第２回あさがお販売会のお知らせ（旭川市、５月１１日）
＜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５月１１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）

◎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（滝川市）＞
★山の辺コース 【集合場所】高速駐車場

丸加高原山麓を巡り、春の美しいパノラマ景観を楽しみます。

※お土産付き、昼食持参
【開催日時】平成２９年５月１３日（土）８：３０～１５：００

【参加費】会員１，３００円 一般１，５００円 【申込締切】５月１１日（木）
★菜の花フットパス 【集合場所】フルーツの丘

満開の菜の花やリンゴの花咲く丘の辺りを散策し、文化や歴史の面影に触れます。

※お土産付き
【開催日時】平成２９年５月２８日（日）８：３０～１２：３０

【参加費】会員１，３００円 一般１，５００円 【申込締切】５月２６日（金）
★丘の辺コース 【集合場所】フルーツの丘

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
【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）
※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/

◎第６８回あっけし桜・牡蠣まつり（９日間開催）
＜わが村団体名：ＮＰＯ法人 厚岸ネット＞

手ぶらで訪れても、桜の下で焼き牡蠣などを存分に味わうことができます！！

また、２１日にはＮＰＯ法人厚岸ネットが実施した「牡蠣博士認定試験」合格者への
認定証授与式も行われます。

【開催日時】平成２９年５月１３日（土）～２１日（日） ９：００～１６：００
※期間中の日曜日はステージイベントを開催します。

【開催場所】子野日公園（厚岸郡厚岸町奔渡６丁目９）
【お問合せ】厚岸観光協会 ＴＥＬ：０１５３－５２－３１３１
【Ｈ Ｐ】http://akkeshi-kankou.7pm.jp/

◎ハーブガーデニング講座開講します
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＜わが村団体名：ハーブンマージュ＞
【開催日時】平成２９年５月１６日（火）､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/

◎第６回伊達市観光物産館まつり
＜わが村団体名：観光物産館農産物販売協議会＞

春野菜をメインに地元自慢の特産品を多数販売するイベントで、例年大勢の買い物客
や観光客でにぎわっています。

【開催日時】平成２９年５月２０日（土）、２１日（日）
９：００～１８：００（テント市は１０：００～１６：００）

※時間は状況により変更する場合があります。
【開催場所】伊達市観光物産館（伊達市松ヶ枝町３４－１）
【お問合せ】伊達市観光物産館 ＴＥＬ：０１４２－２５－５５６７

ＦＡＸ：０１４２－２５－５５８７

◎さらべつ すももの里まつり
＜わが村団体名：更別農業高等学校加工分会Ａ＞
【開催日時】平成２９年５月２１日（日）１０：００～１４：００ ※雨天決行

【開催場所】更別村字更別南４線９５ どんぐり公園内
【お問合せ】更別村観光協会 ＴＥＬ：０１５５－５２－２２１１

ＦＡＸ：０１５５－５３－３００５
【Ｈ Ｐ】http://www.sarabetsu.jp/kankou.php

◎しかおい花市
＜わが村団体名：鹿追町「花と芝生の町づくり」推進協議会

【開催日時】平成２９年５月２１日（日）９：００～１５：００ ※雨天決行
【開催場所】鹿追町役場西側大型車庫前（鹿追町東町１丁目）

【お問合せ】鹿追町役場建設水道課花係 ＴＥＬ：０１５６－６６－４０３３
ＦＡＸ：０１５６－６６－１６２０

◎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＞

今年も産地直売市「うまいよ！るもい市」を５月から７月にかけて開催いたします。
地元の農産品や海産物の詰め放題等多彩な企画をご用意しています。留萌のうまいもん

を堪能しに来ませんか？
【開催日時】平成２９年５月２１日（日）、６月２５日（日）、７月３０日（日）

各日 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/

◎春の森を歩こう

＜わが村団体名：いしかり森林ボランティア「クマゲラ」＞
春の「森を歩いて」山の息吹を探し、のんびり・ゆったりと、森を歩いて、森からエ

キスをもらいましょう・・・ガイド役は会員がご案内とお手伝い致します。

【開催日時】平成２９年５月２７日（土）８：３０～１４：４５
【開催場所】石狩市厚田公園キャンプ場

【お問合せ】いしかり森林ボランティア｢クマゲラ｣TEL/FAX：０１３３－７４－４５０２
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【参加費】８００円（大人一人） 【定 員】２５名
【本人用意】弁当、飲み物、屋外活動の出来る服装、鎌、ナイフ、籠など

◎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５月２７日（土）､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）

◎第５回歯舞おさかな祭り
＜わが村団体名：歯舞地区マリンビジョン協議会＞

旬のお魚が漁協ならではの特売価格で販売。美味しいグルメやステージも楽しめます。
【開催日時】平成２９年５月２８日（日） １１：３０～１４：００

【開催場所】歯舞漁協中央市場屋根付き岸壁
【お問合せ】歯舞おさかな祭り実行委員会（歯舞漁業協同組合内）

ＴＥＬ：０１５３－２８－２１２１

◎前略 道の駅から２０１７

＜わが村団体名：神恵内村魅力想像研究会＞
【開催日時】平成２９年５月２８日（日）

【開催場所】道の駅オスコイ神恵内
【お問合せ】神恵内村魅力想像研究会 ＴＥＬ：０１３５－７６－５４８０
【Ｈ Ｐ】http://facebook.com/kamoenaimiryokusouken

◎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）

◎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

【現在開催中のイベント情報】
◎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）＞

【期 間】平成２９年４月１日（土）～１１月２６日（日）
【時 間】９：００～１７：００

【場 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/

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

◎平成２９年度「北海道ドライブ観光パス社会実験（仮称）」協力施設募集中です！
（北海道開発局）
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ウエブサイトや（株）ナビタイムジャパンのスマホアプリ等で、皆さんの情報を発信し
ます！
【募集期間】～平成２９年５月１５日（月）

【募集対象】北海道内（札幌市を除く）に所在し、外国人観光客に特典※を提供してい
ただける観光施設、店舗等

※特典→施設入場料や飲食代金等の割引、地域特産品プレゼントなど
※詳しくはこちらをご覧ください↓

http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/renkei/ud49g7000000zzxd.html
【お申込み・お問合せ】北海道ドライブ観光パス社会実験協議会事務局

（北海道開発局開発監理部開発連携推進課）

ＴＥＬ：０１１－７０９－２０２４（直通）
ＦＡＸ：０１１－７４６－１０３２

E-mail：hkd-ky-drivepass@ml.mlit.go.jp
※可能な限りE-mailでお申し込みください。

◎平成２８年度第２次補正「小規模事業者持続化補助金」追加公募を開始しました。
（北海道経済産業局）

【募集期間】平成２９年４月１４日（金）～５月３１日（水）※当日消印有効
【申請・お問合せ】商工会の管轄地域 北海道商工会連合会

ＴＥＬ：０１１－２５１－０１０２（９：００～１２：００、
１３：００～１７：３０／土日祝日、年末年始除く）

※詳しくはこちらをご覧ください↓
http://www.sec.jp/post/view/id/40068

◎「ものづくり×デザインセミナー」開催のご案内（（一財）さっぽろ産業振興財団）

【開催日時】平成２９年５月１９日１４：００～１８：００

【開催場所】北海道経済センター8階Ｂホール
【お問合せ】(一財）さっぽろ産業振興財団産業企画推進部(担当：村本氏､松下氏)

ＴＥＬ：０１１-８２０-２０６２／ＦＡＸ：０１１－８１５－９３２１

Ｅ-Ｍail:ibcenter＠sec.or.jp
※詳しくはこちらをご覧ください↓

http://www.sec.jp/post/view/id/40046

◎「私達の起業ストーリー」を発刊しました
～北海道女性起業家支援ネットワーク（ほくじょき．net）～（北海道経済産業局）

【お問合せ】経済産業省北海道経済産業局中小企業課
ＴＥＬ：０１１-７０９－２３１１（内線２５７７）
ＦＡＸ：０１１－７０９－４１３８

Ｅ-Ｍail：hok-sogyo@meti.go.jp

※詳しくはこちらをご覧ください↓
http://www.sec.jp/post/view/id/40069

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

【募集期間】1次募集：平成２９年３月２４日（金）～平成２９年５月８日（月）
【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

ＴＥＬ：０１１－２５１－０１０２／ＦＡＸ：０１１－２２１－６６８６
【Ｈ Ｐ】http://www.shokokai.hokkaido.jp/fund/

※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

●北海道中小企業応援ファンド事業募集開始のお知らせ
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((公財）北海道中小企業総合支援センター）
【募集期間】平成２９年４月３日（月）～平成２９年６月３０日（金）（１７時必着）
【先行締切と審査】１次締切：平成２９年５月８日（月）

最終締切：平成２９年６月３０日（金）
【お問合せ】(公財)北海道中小企業総合支援センター 企業振興部 助成支援グループ

（担当：河上氏、中西氏、兜氏）
ＴＥＬ：０１１-２３２－２４０３(ダイヤルイン)

ＦＡＸ：０１１－２３２－２０１１
Ｅ-Ｍail：info@hsc.or.jp

※詳しくはこちらをご覧ください↓
http://www.hsc.or.jp/gaiyo/shinsangyo/fund/index.htm

●中小企業向け 経済産業省支援メニューガイドブック作成のお知らせ
（北海道経済産業局）

※詳しくはこちらをご覧ください↓
http://www.hkd.meti.go.jp/hoksr/20170316/index.htm?rss=true&date=20170316

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

●石狩・空知地域版第８回コンクール応募団体紹介の冊子を作成しました。
（札幌開発建設部 土地改良情報対策官）

無料で配布しますので希望される方は下記へお問い合わせください。
【お問合せ】北海道開発局札幌開発建設部土地改良情報対策官

ＴＥＬ：０１１－６１１－０２７４
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜編集後記＞

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ゴールデンウィークですね！桜前線北上、益々北海道の観光が盛り上がるシーズンで

す。例年、道内でいち早く開花時期を迎える道南では、松前公園が桜の名所としてよく知
られていますが、函館市のお隣、北斗市にも「桜回廊」と呼ばれる素敵な場所がありま

す。満開時期には法亀寺のしだれ桜や並木道がライトアップされとても綺麗です。また、
函館市内にある桜が丘通は、通りの両側で咲く桜によって数百メートル区間にわたり「桜
のトンネル」になります。これもまた素晴らしいですよ。機会があれば足を運んでみては

（満開時期は要確認）。というわけで、ゴールデンウィークというとすぐ桜を思い浮かべ
てしまうところが生粋の道産子、Mr.釣男でした。

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

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


