
■□□ 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 □■□

□□■□□ ２０１８／８／１ 第１０１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９回コンクール情報

◎チカホイベント「いいとこ撮り北海道２０１８」にわが村団体が参加します！

◎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】

◎おちいし岬フットパス大会開催のお知らせ（根室市、８月４日）

◎まっかり花フェスタ（真狩村、８月１１日～１２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１９日）

◎ほんべつ肉まつり２０１８（本別町、８月１９日）

◎Ｋｕｒａｃｈéクラシェ「季節のめぐみ」で野菜販売（ＷＥＡＶＥ）（札幌市、８月２２日）

◎浜の母ちゃんごっこ市開催のお知らせ（羅臼町、８月２５日、９月３０日）

◎シンデレラ夢まつり（佐呂間町、９月１日～２日）

◎第３１回じゃがいも伯爵まつり＆ふれあい広場（中標津町、９月２日）

◎癒しの森「音夢路（おむろ）」ウォーキングの集い（枝幸町、９月２日）

◎鶴居ふるさとまつり（鶴居村、９月２３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２５日）

●ウトロ漁協女性部食堂（斜里町、４月２９日～１０月３１日）

●鶴居運動広場（鶴居村、４月２９日～１０月下旬）

●めむろファーマーズマーケット「愛菜屋」（芽室町、５月２日～１２月９日）

●「十勝ガールズ農場」まるごと食農体験ツアー（帯広市、６月１日～１０月３１日）

●直売所「北の大地マルシェ」（岩見沢市、６月１０日～１０月２８日）

●第３２回ひまわりまつり２０１８（北竜町、７月１４日～８月１９日）

●ホタル鑑賞会（北見市、７月２０日～８月２０日）

【活動支援メニュー情報】

◎「パッケージデザインコンテスト北海道２０１８」キックオフセミナー（北海道経済産業局）

◎ソーシャルビジネスセミナー in 札幌（札幌市）

◎さっぽろソーシャルビジネススクール（札幌市）

【お知らせ】

●ディスカバー農山漁村（むら）の宝 第５回募集中！（農林水産省）

●第２１回日本水大賞の募集（日本水大賞委員会）

●平成３０年度「手づくり郷土（ふるさと）賞」を募集中！（北海道開発局）

＜編集後記＞

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
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【わが村運動情報】
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◎第９回コンクール情報

第９回コンクールは、６月２９日をもちまして、募集受付を締め切らせていただきました。

６１の団体の皆さまにご応募をいただきました。どうもありがとうございました。

今後は、１０月頃まで全道１０のブロック審査委員会による現地調査を実施いたします。応

募団体の皆さまから、活動の状況などについて直接お話を伺うことのできる貴重な機会と考え

ております。どうぞよろしくお願いいたします。

◎チカホイベント「いいとこ撮り北海道２０１８」にわが村団体が参加します！



札幌市が主催する「いいとこ撮り北海道２０１８フォトコンサミット in Ｓａｐｐｏｒｏ」が

８月１０日～１２日まで札幌駅前通地下広場（チ・カ・ホ）で開催されます。このイベントは、

道内各地で実施されているフォトコンテストの優秀作品を展示することにより、写真を通じて

道内各地の魅力を発信するものです。期間中は「いいとこ穫りマルシェ」と題しまして、わが

村団体さんが特産品を販売します。また、ステージイベントでは、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/2018.html

【いいとこ穫りマルシェ】８月１０日（金）～１２日（日）

１０日（金）１２：００～１９：００

１１日（土）１０：００～１７：００

１２日（日）１０：００～１７：００

【出店団体】１０日（金）

ＳＬＯＴＨ ＋ ＦＡＲＭ（長沼町グリーンツーリズム）【長沼町】

ニセコ町農業青年会【ニセコ町】

トワ・ヴェール【黒松内町】

癒しの森「音夢路（おむろ）」【枝幸町】

１１日（土）

幌加内町そば活性化協議会・幌加内町そば祭り実行委員会【幌加内町】

ニセコ町農業青年会【ニセコ町】

トワ・ヴェール【黒松内町】

癒しの森「音夢路（おむろ）」【枝幸町】

１２日（日）

幌加内町そば活性化協議会・幌加内町そば祭り実行委員会【幌加内町】

トワ・ヴェール【黒松内町】

【農村景観クイズ】１０日（金）１５：００～１５：３０

１１日（土）１３：００～１３：３０

１２日（日）１３：００～１３：３０

【開催場所】札幌駅前地下歩行空間 ステージイベント／北３条交差点広場（西）

いいとこ穫りマルシェ／憩いの空間

【お問合せ】０１１－７０９－２３１１（内線５６８５）

北海道開発局農業水産部農業振興課（池上）

◎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回コンクールで奨励賞を受賞した「ＪＡとまこまい広域 厚真町ハ
スカップ部会」が紹介されています。

ハスカップ産地として知られる厚真町で栽培に取り組んでいるのが、ＪＡとまこまい広域 厚

真町ハスカップ部会です。その設立は１９８０年で、現在は１００戸を超える農家がハスカップ
を栽培し、作付け日本一となっています。

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～〗

ハスカップは、アイヌ語で「枝にたくさんなるもの」という意味のハシカプを語源とする果実

です。５月頃に黄色い花が咲き、７月には１～２ｃｍ程の紫色のハスカップの実をつけます。そ

の自生地は、日本の本州中部の高山帯から北海道を経て、サハリン、シベリアまで広がっていま

す。北海道では、低地の湿地とその周辺や高層湿原周辺などに自生しており、特に勇払原野に

は、かつてハスカップの群生地が広がっていました。

ハスカップの実は栄養が豊富で、中でもビタミンＣ、カルシウム、鉄分、ポリフェノールを多

く含んでいます。

ＪＡとまこまい広域・厚真町ハスカップ部会では、これらの特長を活かし、町の特産果実とし



てハスカップの生産・加工・販路拡大・ＰＲなど幅広く展開しています。

果実の他に、これまでハスカップジャムやハスカップゼリー等が商品化されており、現在はハ

スカップドリンクの商品開発にも取り組んでいます。

是非この機会に厚真町にお出かけいただき、ハスカップをお召し上がりください。

「ＪＡとまこまい広域 厚真町ハスカップ部会」については、わが村ＨＰでもご紹介しておりま

す↓

http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ns/nou_sin/ud49g70000010a3u-att/ud49g70000010bfx.pdf

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

【わが村団体情報】

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

◎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３０年８月４日（土）８：３０集合、９：００出発式

【集合場所】落石漁協前（根室市落石西３９５−２）

※無料送迎バスを運行します。

行き ８：００根室駅バスターミナル発、帰り １３：３０落石漁協前発

【参加費】 １,０００円(弁当代・保険料含む)

【お問合せ・申込先】落石漁業協同組合総務部 ＴＥＬ：０１５３－２７－２１２１

※先着５０名で締め切りです。

【Ｈ Ｐ】http://www.nemuro-footpath.com/

◎まっかり花フェスタ

＜わが村団体名：（株）真狩フラワー振興公社＞

毎年大人気のユリ切花の特売や新鮮野菜の販売があり、お得感いっぱいの２日間です！！

【開催日時】平成３０年８月１１日（土）９：００～１７：００

１２日（日）９：００～１６：００

【開催場所】道の駅真狩フラワーセンター

【お問合せ】（株）真狩フラワー振興公社 ＴＥＬ：０１３６－４８－２００７

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

◎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３０年８月１４日（火）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＞

今年から、太平洋とオホーツク海を見渡す周回コースにリニューアルをして開催。

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３０年８月１９日（日） ９：００スタート

【開催場所】ノサップ岬四島のかけ橋広場（開会式・閉会式、スタート・ゴール、表彰式）

【Ｈ Ｐ】http://www.city.nemuro.hokkaido.jp/lifeinfo/kakuka/kyoikuiinkai/shakaitaiiku/oshirase/5467.html

◎ほんべつ肉まつり２０１８



＜わが村団体名：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。

本別公園の青空の下、素敵な音楽を聴きながら無料焼台で、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３０年８月１９日（日）１０：００～１５：００ 雨天決行

【開催場所】義経の里本別公園

【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）

◎Ｋｕｒａｃｈèクラシェ「季節のめぐみ」で野菜を販売します♪

＜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（ウィーブ）」が作った元気な新鮮野菜や

乾燥野菜を対面販売します！

是非来て下さい～

【開催日時】平成３０年８月２２日（水）１０：３０～１８：３０

【開催場所】チ・カ・ホ札幌駅前通地下広場 北１条イベントスペース（出口７と９の間）

札幌市中央区北１条西３丁目

【お問合せ】空知農業改良普及センター南東部支所 増井さん

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

＜わが村団体名：羅臼漁業協同組合女性部＞

その日の漁でとれた新鮮なお魚を販売。かれい・そい・どすいか等々お楽しみに！！

【開催日時】平成３０年８月２５日（土）１３：３０～１４：３０

９月３０日（日）（時間未定）

【開催場所】羅臼漁業協同組合

◎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”や花火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】佐呂間町町民センター前会場

【開催日時】平成３０年９月１日（土）１８：００～２日（日）１５：００まで

【パンプキンらんどサロマＨＰ】http://gkabotya.sakura.ne.jp/2018.html

◎第３１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します。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！！

【開催日時】平成３０年９月２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

◎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、鶴居村小学校＞

牛乳早飲み競争や牛の鳴きまねを競い合う「モーモーコンテスト」など、酪農にちなんだゲ



ームが多数開催されます。多くの飲食ブースが出店するほか、村自慢の牛乳を使った試食コー

ナーや、生産者による鶴居産野菜の即売会などが行われるほか、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！！

鶴居村最大のまつりです！！

【開催日時】平成３０年９月２３日（日）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

●癒しの森「音夢路（おむろ）」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、トイレ等が整備されています。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 ２日(日) 午前１０時集合

第５回 １０月 ８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：石黒 久男 電話番号 ０１６３－６８－２０２６

Ｅメール hisao.ishikuro@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！

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

【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」＞

（旧「恵庭農畜産物直売所かのな（花野菜）」運営協議会）

恵庭市の道の駅「花ロードえにわ」に隣接する直売所です。

【開催日時】平成３０年４月１日（日）～１１月２５（日）

９：００～１７：００

【開催場所】恵庭市南島松８１７番地４ 道と川の駅「花ロードえにわ」敷地内

【お問合せ】ＴＥＬ：０１２３－３６－２７００

ＦＡＸ：０１２３－３６－２７０１

【Ｈ Ｐ】http://www.geocities.jp/kanona_eniwa/

●ウトロ漁協女性部食堂

＜ＪＦウトロ漁業協同組合女性部＞

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？

【営業期間】平成３０年４月２９日（日）～１０月３１日（水）

【営業時間】８：３０～１５：３０頃

※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】０１５２－２４－３１９２



●鶴居運動広場

＜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＞

大人から子どもまで誰もが楽しめる約１２ｈａの広大な運動場。パットゴルフ、テニスコー

ト、ゴーカートなどの遊具施設も数多く、気持ちいい汗を流した後は野外で炭火バーベキュー

を楽しめます。また、隣接するグリーンパークで温泉と食事も楽しめます。

【開催日時】平成３０年４月２９日（日）～１０月下旬 ９：００～１７：００

【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」

＜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）＞

生産者が丹精込めた、安心・安全で良質な旬の農畜産物提供、顔が見える直売所。

平成６年から６戸の生産者で始まり、平成３０年には約１００名の会員が出荷しています。

珍しい野菜や加工品などありますのでお立ち寄りください。

【開催日時】平成３０年５月２日（水）～１２月９日（日）

９：００～１７：００（変動あり）

【定休日】 月・木曜日（但し、祝祭日は営業）

【開催場所】芽室町東めむろ３条南１丁目１番地

『郷の食産ひろばめむろみのり～む』敷地内

【お問合せ】愛菜屋

ＴＥＬ：０１５５－６２－５３１５

ＦＡＸ：０１５５－６２－０８０８

【Ｈ Ｐ】http://www.ja-memuro.or.jp/farm/

●「十勝ガールズ農場」まるごと食農体験ツアー

＜わが村団体名：（株）アグリファッショングループ＞

十勝平野を見渡せる農地で、地球の雄大さを感じながら、野菜の収穫体験や大型トラクター

の試乗体験ができます。野菜はやっぱりとれたてが一番！

マイクロ野菜・食べられるハロウィンかぼちゃ・１５種のカラフルポテトなど、ここでしか

味わえない野菜もありますよ！

農業を感じて、味わって、直売所も農機グッズなども購入できるトライアグリ以平の丘にぜ

ひお越しください。お待ちしております。

【開催日時】平成３０年６月１日（金）～１０月３１日（水）

【定休日】なし

【開催場所】トライアグリ以平の丘（帯広市以平町西８線１）

【お問合せ】０９０－６４４５－０３７０（食農体験・トライアグリ専用電話）

【Ｈ Ｐ】www.agri-fashion.com

●直売所「北の大地マルシェ」

＜わが村団体名：豊正ＦＡＭ協議会 ふれあい室＞

北村地域の生産者が中心となって開催しています！

広大な景色を見ながら、お買い物に来ませんか？

【開催日時】平成３０年６月１０日（日）～１０月２８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】北の大地マルシェ

ＴＥＬ：０９０－９５１０－３８８１

●第３２回ひまわりまつり２０１８

＜わが村団体名：北竜町ひまわり観光協会＞



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！

ひまわりの里への入場料・駐車料（５００台）は無料・２４時間入場可です。

日毎に様々なイベントが催されています。

是非遊びに来てください！

【開催日時】平成３０年７月１４日（土）～８月１９日（日）無休

【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

●ホタル鑑賞会

＜わが村団体名：上ところホタル友の会＞

北見市上ところにある「ホタルの里」で、今年もホタルの鑑賞会が予定されています。

平成２８年８月の水害により流出した土砂で、ホタルが生育する水路の一部が埋まり、個体

数の減少が心配されましたが、様々な努力の結果、今年も例年どおり鑑賞会の準備が進められ

ています。また、「ホタルまつり」も、８月３日と４日の２日間（ホタル鑑賞ピーク時）開催

予定です。

ホタルは、呼びかけると声に反応して寄ってきたり、光ったりするそうですよ！

自然豊かな「ホタルの里」を訪れてみませんか？

＜ホタル鑑賞会＞

【開催日時】平成３０年７月２０日（金）～８月２０日（月）

※日没前後 １９：００～２１：００頃までが見ごろ

天候やホタルの状況により開催時期が変わる場合があります。

＜ホタルまつり＞

【開催日時】平成３０年８月３日（金）～４日（土）（予備日８月５日）

【会 場】北見市常川３２０

上ところ ホタルの里（上ところ金比羅神社横のホタル水路）

【お問合せ】上ところホタル友の会 会長 中島邦夫さん

ＴＥＬ：０９０－５０７６－６１４１

【Ｈ Ｐ】http://www.kitamikanko.jp/kanko/shizen/shizen35.html

（一般社団法人 北見市観光協会）

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

【活動支援メニュー情報】

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

◎「パッケージデザインコンテスト北海道２０１８」キックオフセミナー（北海道経済産業局）

北海道経済産業局では、デザイン活用の重要性や知的財産としての権利保護の必要性を多くの

人に知ってもらうため、北海道内の食品や日用品を対象に優れたパッケージデザインを広く募集

し、展示する「パッケージデザインコンテスト北海道２０１８」を実施します。

当該コンテストの対象商品の募集開始に先立ち、中小企業やデザイナーを対象に、札幌市、函

館市、釧路市の３カ所で、デザイン価値を知的財産権で保護し、商品の販売促進・ブランド化を

学ぶセミナーを開催します。

＜函館会場＞

【開催日時】平成３０年８月２日（木）１４：００～１６：２０

【開催場所】サン・リフレ函館 中会議室（函館市大森町２番１４号）

【申込〆切】平成３０年８月１日（水）

＜釧路会場＞

【開催日時】平成３０年８月７日（火）１４：００～１６：２０

【開催場所】釧路市交流プラザさいわい 小ホール（釧路市幸町９丁目１番地）

【申込〆切】平成３０年８月６日（月）

＜札幌会場＞

【開催日時】平成３０年８月９日（木）１４：００～１６：２０

【開催場所】ＡＣＵ－Ａ １６１３研修室（札幌市中央区北４条西５アスティ４５ １６Ｆ）



【申込〆切】平成３０年８月８日（水）

【対 象】デザイナー、パッケージデザインを活用しようとする道内中小企業等

【お問合せ・申込先】

パッケージデザインコンテスト北海道２０１８事務局（（株）ノヴェロ内）

０１１－２８１－６６３１

※お申し込みは下記ＵＲＬから「申込書」をダウンロードし、必要事項を記載し、上記の

申込先へ提出してください。

http://www.hkd.meti.go.jp/hokip/20180710/index.htm?rss=true&date=20180710

◎ソーシャルビジネスセミナー in 札幌（札幌市）

福祉・環境・保育の各分野で活躍中の先輩社会起業家３名をお招きし、事業内容や起業の体験

談などをご講演いただくほか、支援機関の支援施策紹介、名刺交換会などを行います。

【開催日時】平成３０年８月２１日（火）１８：３０～２０：３０

【開催場所】札幌エルプラザ４階大研修室（札幌市北区北８条西３丁目）

【対 象】ソーシャルビジネス分野で起業をお考えの方

ＮＰＯ法人などの社会的企業や地域貢献につながる事業を営む方 等

【参加費】 無料

【お問合せ】札幌市経済観光局産業振興部商業・金融支援課

０１１－２１１－２３７２
【Ｈ Ｐ】http://www.city.sapporo.jp/keizai/socialbusiness/seminar2018.html

◎さっぽろソーシャルビジネススクール（札幌市）

札幌市と札幌学院大学大学院が連携・提供する専門講座です。

経営戦略理論やビジネスモデルの設計方法などを学ぶほか、先輩社会起業家をお招きし、起業

家としての心構えなどを学習します。

【開催日時】平成３０年９月１９日～平成３１年１月９日の毎週水曜日（全１５回）

１８：１０～２１：１０

【開催場所】札幌学院大学大通サテライト

（札幌市中央区大通西６丁目札幌ルーテルセンター５Ｆ）

【参加費】 １５，０００円

【Ｈ Ｐ】http://www.city.sapporo.jp/keizai/socialbusiness/sb_school.html

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

【お知らせ】

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

●ディスカバー農山漁村（むら）の宝 第５回募集中！（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３０年６月１日（金）～８月１３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４回 観光物産館農産物販売協議会（伊達市）

中川町商工会（中川町）

第３回 特定非営利活動法人 美しい村・鶴居村観光協会（鶴居村）

第２回 絵本の里けんぶちＶＩＶＡマルシェ（剣淵町）

第１回 富良野オムカレー推進協議会（富良野市）

標津町エコ・ツーリズム交流推進協議会（標津町）

●第２１回日本水大賞の募集（日本水大賞委員会）

日本水大賞は、川や湖沼、海などの水をきれいにする取組や地域における水文化の発掘普及な



ど、水循環の健全化や水災害に対する安全性の向上に寄与する活動団体を表彰する取組です。

これまでにも農業用水に関連した多面的機能の発揮や地域共同活動等を行った団体が多数表彰

されていますので、ぜひご応募ください。

【募集期間】平成３０年７月７日（土）～１０月３１日（水）

詳しくはこちらをご覧ください↓

http://www.japanriver.or.jp/taisyo/

【表 彰】大 賞（賞状・副賞２００万円）

大臣賞（賞状・副賞５０万円） 等

【お問合せ】公益社団法人 日本河川協会

ＴＥＬ ０３－３２３８－９７７１

●平成３０年度「手づくり郷土（ふるさと）賞」を募集中！（北海道開発局）

この賞は、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関わ

った団体のご努力を国土交通大臣が表彰する制度です。

ただ今、今年度で３３回目の開催となる「手づくり郷土（ふるさと）賞」の募集を行っていま

すので、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いま

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。

【募集期間】平成３０年６月１日（金）～平成３０年８月２０日（月）

詳しくはこちらをご覧ください↓

http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/chousei/ud49g70000001pgp.html

【これまでに選定されたわが村団体】

平成１６年度 黒松内ぶなの森自然学校運営協議会（黒松内町）

平成２５年度 ＮＰＯ法人グラウンドワーク西神楽（旭川市）

【お問合せ】北海道開発局開発監理部開発調整課（担当：木村）

ＴＥＬ ０１１－７０９－２３１１（内線５４７０）

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

＜編集後記＞

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

夏祭りの季節ですね。私の住んでいる長沼町では、月に１回、夕やけ市という縁日が開かれま

す。人気のインドカレー店はいつも行列です。いつもは車が走る通りをビール片手に歩く。夏祭

りは大人になっても楽しいですよね。北海道の短い夏です。（ジョージ）
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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。
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