
- 1 -

■□□ 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 □■□

□□■□□ ２０１９／１１／１ 第１１６号 □□■□□

配信希望・ご意見・ご感想はこちら hkd-ky-wagamura.u@gxb.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」１１月号の掲載情報

●第９回コンクール表彰式・全道交流会開催

【わが村団体情報】

◎本州各地で七飯のきのこを大ＰＲ（京都府、１０月３０日～１１月１１日）

◎北方領土を間近に望む 本土最東端パノラマ・クルーズ（根室市、１１月１日～ ）

◎川の生き物たちをご覧下さい（厚沢部町、１１月３日 ９：００～１６：００）

◎第８回漬物祭り（月形町、１１月１０日 １０：００～１３：３０）

◎映画＆トークショーで食を学ぶ（七飯町、１１月１３日 １０：００～１２：３０）

◎高校生カフェ｢ラ ミッカ｣（真狩村、１１月１５日 １１：００～ ）

◎浜の母ちゃんごっこ市（羅臼町、１１月１６日 １３：３０～１４：３０終了予定

１２月 ７日 １３：３０～１４：３０終了予定）

◎北のアメ横さっぽろ２０１９（札幌市、１１月２２日～１１月２４日

９：３０～１７：００ ※最終日は１６：００まで）

◎農家のかあさん土曜市（江別市、１１月２３日 １０：００～１４：００）

◎第３３回タンチョウクイズ（鶴居村、１２月１日 応募締め切り）

【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、～１１月２４日）

●めむろファーマーズマーケット「愛菜屋」（芽室町、５月３日～１２月１日）

●おかあちゃんの店（木古内町、５月２１日～１１月下旬）

【活動支援メニュー情報】

●北海道どさんこプラザ・テスト販売品（第４四半期分）の募集（北海道）

●農林水産物等の海外輸出について

＜編集後記＞

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

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

【わが村運動情報】

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

◎ＪＲ北海道車内誌「ＴＨＥ ＪＲ Ｈｏｋｋａｉｄｏ」１１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。１１月号では、第９回コンクールで審査委員特別賞を受賞した「歯舞地区マリンビ

ジョン協議会」が紹介されています。
ＪＲにご乗車の際は、ぜひご一読ください。

●第９回コンクール表彰式・全道交流会開催

表彰式では、大賞、特別賞の表彰の他、活動報告や特別講演があります。

また交流会では、毎回大好評のケータリング美利香（ピリカ）さんのお料理と、皆さんに楽し

んでいただける企画を用意しています。

※コンクール情報などは、わが村ＨＰでご覧いただけます↓

http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ns/nou_sin/ud49g7000000emhm.html
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【開催日時】２０１９年１１月１１日（月）表彰式 １６：００～１７：３０

交流会 １８：００～１９：３０

【開催場所】札幌市 かでる２・７（札幌市中央区北２条西７丁目）

【お問合せ】共同事務局 北海道開発局農業水産部農業振興課

ＴＥＬ：０１１－７０９－２３１１（内５６８５）

ＦＡＸ：０１１－７０９－２１４５

E-mail：hkd-ky-wagamura.u@gxb.mlit.go.jp

大 賞 ・特定非営利活動法人 サトニクラス（月形町）

・北海道真狩高等学校（真狩村）

審査委員特別賞 ・北海道中標津農業高等学校 マネージメント研究班（中標津町）

・歯舞地区マリンビジョン協議会（根室市）

第９回コンクールについては、わが村ＨＰをご覧ください↓

https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ns/nou_sin/splaat000001hup1.html

〖～団・体・ひ・と・く・ち・メ・モ～〗

歯舞地区は、北海道の東端、根室半島先端に位置した地域であります。

この地域は、水産資源はもとより、当協議会で積極的に取り組む水産物のブランド化は、皆さん

ご存じの「一本立ち歯舞さんま」、「はぼまい昆布しょうゆ」などの歯舞水産物が全国販売され

販路は広がっています。

さらに、協議会で重点的に取り組んでいる「渚泊」(漁民泊)については、漁業振興、観光振興

の両方に寄与しており、地域住民一体となって継続的に取り組んでいることは根室市の発展にも

寄与するものと思います。

根室の地酒「北の勝」と歯舞の水産品を組み合わせての「晩酌」などいかがでしょうか。

「歯舞地区マリンビジョン協議会」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/splaat000001hup1-att/splaat000001pbct.pdf

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

【わが村団体情報】

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

◎本州各地で七飯のきのこをＰＲ・販売します

＜わが村団体名：（有）福田農園＞

「王様しいたけ」などを栽培している（有）福田農園が、本州各地の物産展を巡ってＰＲ、販

売します！連休・ビジネス等で内地にお出かけの際は、ぜひお立ち寄り下さい。

【開催日時・場所】（現地の都合等により変更になる場合があります）

１０月３０日（水）～１１月１１日（月） 京都府・京都高島屋 北海道物産展

１０：００～２０：３０ ※最終日の１１日は１７：００まで

【お問合せ】（有）福田農園

ＴＥＬ：０１３８－６５－５５２２

ＦＡＸ：０１３９－６５－１８１８

【Ｈ Ｐ】http://www.k-kinoko.co.jp

◎北方領土を間近に望む 本土最東端パノラマ・クルーズ

＜わが村団体名：歯舞地区マリンビジョン協議会＞

歯舞漁港を出発し、納沙布岬からわずか３．７ｋｍ先は北方領土の貝殻島。

クルーズ船はその半分の１．８５ｋｍしか近づくことはできませんが、周辺海域は、日本有数

の海鳥飛来地であり、ラッコ、アザラシ、イルカなどにも出会える可能性もあります。

【開催日時】２０１９年１１月１日～２０２０年４月３０日



- 3 -

①出港 ９：００ 入港１１：００（予定）

②出港１１：３０ 入港１３：３０（予定）

③出港１４：００ 入港１６：００（予定）

【乗船受付】歯舞漁業協同組合（根室市歯舞４－１２０－１先埋立地）

【お問合せ】歯舞漁業協同組合 指導部・遊覧船係

ＴＥＬ：０１５３－２８－２１２４

◎川の生き物たちをご覧下さい

＜わが村団体名：厚沢部町河川資源保護振興会＞

厚沢部町民文化祭にて、川の生き物を多数「ミニミニ水族館」として展示します。生き物たち

にふれ、身近にある大切な自然を学びましょう。

【開催日時】２０１９年１１月３日（日）９：００～１６：００

【開催場所】厚沢部町総合体育館エントランス（厚沢部町新町２３４－１）

【お問合せ】厚沢部町河川資源保護振興会 会長 坂本 和晃

ＴＥＬ：０１３９－６４－３０３６（厚沢部町国保病院）

ＦＡＸ：０１３９－６４－３０３５

【Ｈ Ｐ】https://hoshiyamayutoxyz.wixsite.com

◎第８回漬物祭り

＜わが村団体名：特定非営利活動法人サトニクラス＞

サトニクラス恒例の「漬物祭り」今年のテーマは「健康を食べる」です！

大好評の漬物バイキング、手軽に糠漬けを作れる「漬物仙人」の体験コーナー、札幌老舗そば

店「長命庵」さんからルチン豊富な韃靼そばの提供もありまよ。

皆様のご来場をお待ちしております！！

【開催日時】２０１９年１１月１０日（日）１０：００～１３：３０

【開催場所】月形温泉ホテル内はな工房多目的ホール（樺戸郡月形町８１－１０）

【お問合せ】特定非営利活動法人サトニクラス

ＴＥＬ：０１２６－３５－１２３５

【Ｈ Ｐ】https://satoniclass.com/

◎♪映画＆トークショーで食を学ぶ♪

＜わが村団体名：七飯の食を考える会＞

映画「いただきます みそをつくるこどもたち」鑑賞と、地場産品をふんだんに使用した森の

中のパン屋さん「Ｈüｔｔｅ(ヒュッテ)」（七飯町仁山４６１）親方・木村幹雄さんのトークショー

で、「いのちをつくる食」を楽しく学びます。町外の方も、ぜひご参加下さい！

【開催日時】１１月１３日（水）１０：００～１２：３０

【開催場所】七飯町文化センター スターホール（七飯町本町６丁目１－２）

【お問合せ】七飯の食を考える会 代表 田中 いずみ

ＴＥＬ：０９０－９７５４－３６１２

【お申込み】メールでお申込み下さい。

nanashoku2015@gmail.com

【Ｈ Ｐ】https://nanashoku2015.net/

◎高校生カフェ｢ラ ミッカ｣

＜わが村団体名：北海道真狩高等学校＞

｢野菜スイーツで村を元気に！｣を合言葉に、高校生が真狩村で採れた野菜を使い、野菜スイー

ツを作って販売しています。

当日はお早めにお越しください！

【開催日時】２０１９年１１月１５日（金）１１：００～（商品がなくなり次第終了）
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【開催場所】道の駅真狩フラワーセンター内（真狩村字光８番地３）

【お問合せ】北海道真狩高等学校

ＴＥＬ：０１３６－４５－２３５７

【Ｈ Ｐ】https://www.makkari-hs.com/

◎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】２０１９年１１月１６日（土）１３：３０～１４：３０（終了予定）

１２月 ７日（土）１３：３０～１４：３０（終了予定）

【開催場所】羅臼漁業協同組合（羅臼町船見町２－１３）

【お問合せ】羅臼漁業協同組合

ＴＥＬ：０１５３－８７－２１３１

◎「北のアメ横さっぽろ２０１９」に出店します♪

＜わが村団体名：千歳市グリーン・ツーリズム連絡協議会＞

【開催日時】２０１９年１１月２２日（金）～１１月２４日（日）

９：３０～１７：００（※最終日は１６：００まで）

【開催場所】アクセスサッポロ 大展示場Ｃ・Ｄ

（札幌市白石区流通センター４丁目３番５５号）

【お問合せ】千歳市グリーン・ツーリズム連絡協議会事務局

（千歳市観光スポーツ部交流推進課交流推進係）

ＴＥＬ：０１２３－２４－３１８５

ＦＡＸ：０１２３－２２－８８５３

【Ｈ Ｐ】https://chitose-greentourism.com/

◎♪農家のかあさん土曜市♪

＜わが村団体名：江別市「まち」と「むら」の交流推進協議会加工部会＞

江別のケチャップ、漬物、チーズ、お菓子など、農家のかあさんたちの心のこもった手作り加

工品が大集合する恒例の「農家のかあさん土曜市」が今年度も始まります！

江別のおいしいものを見つけに来ませんか？

【開催日時】２０１９年１１月２３日（土）１０：００～１４：００

【開催場所】都市と農村の交流センター「えみくる」（江別市美原１４４５番地）

【お問合せ】江別市「まち」と「むら」の交流推進協議会事務局（江別市役所 農業振興課内）

ＴＥＬ：０１１－３８１－１０２５

ＦＡＸ：０１１－３８１－１０７２

【Ｈ Ｐ】http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/soshiki/nogyo/

◎２０１９ 第３３回タンチョウクイズ

＜わが村団体名：ＮＰＯ法人美しい村・鶴居村観光協会＞

鶴居村観光協会では、今年も釧路圏で確認されるタンチョウの数を予想するクイズを行ってい

ます。ピッタリ賞として正解者の中から抽選で１名様に現金１０万円、さらに応募者全員の中か

ら抽選で１００名様に豪華プレゼントが当たります。

応募は、鶴居村観光協会ＨＰ内タンチョウクイズ特設サイトよりご応募ください。

【応募締切】２０１９年１２月１日（日）

【発 表 日】２０２０年１月２０日（月）

【Ｈ Ｐ】http://muratabi-tour.com/quiz/

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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【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）

【期 間】２０１９年４月１日（月）～１１月２４日（日）

【時 間】９：００～１７：００

【場 所】道と川の駅「花ロードえにわ」敷地内（恵庭市南島松８１７番地１４）

【お問合せ】ＴＥＬ：０１２３－３６－２７００

ＦＡＸ：０１２３－３６－２７０１

【Ｈ Ｐ】http://www.kanona.nengu.jp

●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）＞

生産者の顔が見えるファーマーズマーケットです！丹精込めてつくった安心・安全な野菜

が並んでいます。旬のものから珍しいものまで、地元の野菜や加工品などをたくさん販売し

ております。ぜひお立ち寄りください。

【開催日時】２０１９年５月３日（金）～２０１９年１２月１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】『郷の食産ひろばめむろみのり～む』敷地内

（芽室町東めむろ３条南１丁目１番地）

【お問合せ】愛菜屋

ＴＥＬ：０１５５－６２－５３１５

ＦＡＸ：０１５５－６２－０８０８

【Ｈ Ｐ】http://www.ja-memuro.or.jp/farm/

●♪おかあちゃんの店、今年も営業しています♪

＜わが村団体名：新函館農協木古内支店女性部「直売所きこりろ」＞

安全安心な地元組合員直売の野菜です！はこだて和牛なども、取りそろえてお待ちしておりま

す！

北海道新幹線・道南いさりび鉄道木古内駅近隣でロケーション抜群です。

【開催日時】２０１９年５月２１日（火）～１１月下旬まで営業予定

【営業時間】９：００～１３：００（月曜休）

【開催場所】ＪＡ新はこだて木古内支店隣接（上磯郡木古内町字本町５４５－１）

【お問合せ】ＪＡ新はこだて知内基幹支店

ＴＥＬ：０１３９２－５－５５１１

【Ｈ Ｐ】http://ja-shinhakodate.jp/agriculture/chokubai.html

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

【活動支援メニュー情報】

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

●北海道どさんこプラザ・テスト販売品（第４四半期分）の募集（北海道）

新商品を３ヶ月間、「北海道どさんこプラザ」（東京･札幌･名古屋）で販売し、その過程で得

られた情報をマーケティング活動に役立てることができます。

【募集期間】２０１９年１０月１日（火）～１１月２０日（水）

【お問合せ】北海道経済部食関連産業室マーケティンググループ

ＴＥＬ：０１１－２０４－５７６６

※お申し込みは道庁ＨＰで申し込み用紙をダウンロードし、必要事項を記載し、各総合振興局

・振興局商工労働観光課へ提出してください。
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詳しくは道庁ＨＰをご覧ください↓

【Ｕ Ｒ Ｌ】http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/marke/dosanko/test.htm

●農林水産物等の海外輸出について

一般社団法人北海道国際流通機構では、北海道の民間企業等の農林水産物（加工品を含

む）の海外輸出を支援しています。

海外輸出に取り組みたいけど、輸出手続きや海外での代金回収が不安だという方、小ロ

ットでの輸出を検討されている方、まずは北海道国際流通機構に相談してみませんか？

【お問合せ】一般社団法人 北海道国際流通機構 代表理事 鳥取 義之

ＴＥＬ：０１１－５２２－７７９３

北海道開発局 農業水産部 農業振興課 農村地域振興第２係 石水 誠

ＴＥＬ：０１１－７０９－２３１１（内線：５６８５）

【Ｕ Ｒ Ｌ】http://hi-do.or.jp/

※北海道開発局と北海道国際流通機構は、相互の強みを活かして、北海道の輸出を促進

するため、連携協定を締結しています。

【Ｕ Ｒ Ｌ】

http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/release/splaat000000m1td-att/splaat000000swmd.pdf

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

＜編集後記＞

早いもので、今年もあと２ヶ月余りとなりました。

予防接種、手洗いうがいと体調管理にも気を配っていても悩まされそうな【インフルエンザの

猛威】今年は流行期が最近５年で最も早いとか。

自己免疫力にはストレスも関わっているという話もあるようなので、私は、運動と大好きな甘

いお菓子を堪能することでストレス発散！自己免疫力を上げていこうと思います。

先月、高校生が考案したスイーツが期間限定で販売されていました。

これは、道内の高校生がスイーツ作りの腕を競い合う大会で、入賞した上位４作品のスイーツ

が商品化されたものです。もちろん、４種類すべて食べましたよ！

どのスイーツもアイディアが豊富で地元の食材を生かした、とても美味しいスイーツでした。

試行錯誤を繰り返し何度も挑戦していくこと。そして、未来のパティシエの卵を育てていける

イベントを開催されることも、とても素晴らしく素敵なことだなと思いました。

ちなみに、このイベントで最優秀賞を受賞したのは、第９回わが村コンクールで大賞を受賞した真

狩高等学校の生徒さんです！すごい！！拍手！！！！！ （もずく）

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

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

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。

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


