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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 □■□

□□■□□ ２０１９／９／２ 第１１４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」９月号の掲載情報

【わが村団体情報】

◎シンデレラ夢まつり（佐呂間町、９月７日 １８：００～８日１５：００）

◎サロベツ・エコモーＤＡＹ（豊富町、９月７日 １０：００～１５：００）

◎癒しの森「音夢路（おむろ）」ウォーキングの集い（枝幸町、９月８日 １０：００～）

◎北のめぐみ愛食フェア（札幌市、９月１１日 １０：０～１８：００）

◎浜の母ちゃんごっこ市

（羅臼町、９月１４日、１０月１９日 １３：３０～１４：３０終了予定）

◎おんねゆマルシェ（北見市、９月１５日 １０：００～１５：００）

◎本州各地で七飯のきのこを大ＰＲ（東京都、９月１９日～２３日 １０：００～２０：００

２４日 １０：００～１８：００）

◎親子産地見学・収穫体験（七飯町、９月２１日 ９：３０～１１：３０）

◎高校生カフェ｢ラ ミッカ｣（真狩村、９月２１日 １１：００～ ）

◎第２７回根室さんま祭り（根室市、９月２１日 １２：００～２０：００ ※予定

９月２２日 ９：００～１５：００ ※予定）

◎鶴居村ふるさと祭り（鶴居村、９月２３日 １０：００～１５：００）

◎農業・農村ふれあいフェスタｉｎ赤レンガ（札幌市、９月２８日 １０：００～１６：００）

◎江部乙丘陵地フットパス（滝川市、９月２９日 ８：３０～１２：３０）

◎十勝ハッピーハロウィンフェスタ（帯広市、１０月１日～１０月３１日）

◎ハロウィンかぼちゃ収穫体験（帯広市、１０月１日～１０月３１日）

◎根室産業フェスティバル（根室市、１０月６日 １０：００～１４：００ ※予定）

【現在開催中のイベント情報】

●ウトロ漁協婦人部食堂 今季営業中（斜里町、４月２７日～）

●恵庭農畜産物直売所かのな（花野菜）（恵庭市、～１１月２４日）

●鶴居村運動広場（鶴居村、４月２７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）

●「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）

●「北の大地マルシェ」オープン（岩見沢市、６月９日～１０月２７日）

●なまら十勝野マルシェ（芽室町、７月～９月１５：００～１８：００

１０月１５：００～１７：００ 毎週金曜日※雨天決行）

●十勝ファーマーズマーケット（帯広市、７月～９月９：００～１４：００ 第２・第４土曜）

●「果物狩り」（北斗市、７月～１０月下旬頃１０：００～１６：００）

【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】
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

◎ＪＲ北海道車内誌「ＴＨＥ ＪＲ Ｈｏｋｋａｉｄｏ」９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。９月号では現在開催されている第９回コンクールのブロック審査で優秀賞

を受賞した「一般社団法人 ｉ・スマイル」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。

〖～団・体・ひ・と・く・ち・メ・モ～〗

「ｉ・スマイル」が活動する今金町では、現在、町内農地の半分を超す農地で国営緊急

農地再編整備事業の大プロジェクトが進められています。効率性、生産性が上がってきた

農業に活気が生まれてきた一方で、農繁期には、人手不足に。一方、障害者の働く場がな

いという深刻な課題。これらの問題に「ｉ・スマイル」は、農作業の請負など障害者らの

働く道を開き、他地域のモデルとなりうる大変素晴らしい取り組みを行っています。

平成２９年３月の設立で取り組みが始まってからまだ日が浅いですが、社員の真剣な姿勢、

生き生きした表情に、活動が広がり地域経済を支える基盤となることへの期待とともに応援し

たい気持ちになります。

「一般社団法人 ｉ・スマイル」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/splaat000001huym.pdf

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

【わが村団体情報】

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

◎シンデレラ夢まつり

＜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１，０００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！

【場 所】佐呂間町町民センター前会場 （佐呂間町字永代町１６６番地の１）

【開 催 日】２０１９年９月７日（土）１８：００から、８日（日）１５：００まで

【Ｈ Ｐ】https://yumesaroma.jimdofree.com/

【Ｆ Ｂ】https://ja-jp.facebook.com/c.dream.saroma

◎サロベツ・エコモーＤＡＹ

＜わが村団体名：サロベツ・エコ・ネットワーク＞

「湿原と農業の共生」を目指す自然再生の取り組みをより多くの方に知っていただくことを目

的としたイベントです。自然再生について知ることができるパネル展＆クイズラリーや、バター

作り体験、浚渫船解説ツアーなど様々なイベントを行う予定です。

また、１４：００から「つなぐ、つながる農業、そして地域づくり」と題して講演会＆座談会

を予定しています。

【開催日時】２０１９年９月７日（土）１０：００～１５：００

【開催場所】サロベツ湿原センター（豊富町上サロベツ８６６２番地）

【お問合せ】サロベツ湿原センター

ＴＥＬ：０１６２－８２－３２３２

ＦＡＸ：０１６２－８２－１００９

【Ｈ Ｐ】http://sarobetsu.or.jp/

一部参加費が必要なイベントがございます。詳しくはＨＰをご覧ください。

また、豊富観光協会主催の『サロベツ★ラボ』も同時に開催されます。

皆様ぜひお越しください。

◎２０１９年度 癒しの森「音夢路（おむろ）」ウォーキングの集い
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＜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４回 ９月 ８日（日） 午前１０時集合

第５回１０月１４日（月・祝）午前１０時集合

【集合場所】南宗谷森林組合前（枝幸町歌登桧垣町）

【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：石黒 久男

ＴＥＬ：０１６３－６８－２０２６

メールアドレス 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！

◎北のめぐみ愛食フェア

＜わが村団体名：ＷＥＡＶＥ（ウィーブ）＞

由仁町から、元気な若妻たちがカラフルな新鮮野菜や乾燥野菜をお届けに来ます。

皆さま、是非来てください！お待ちしております～♪

【開催日時】２０１９年９月１１日（水）１０：００～１８：００

【開催場所】札幌駅前通地下歩行空間チ・カ・ホ 大通交差点広場東

（札幌市中央区大通西３丁目地下）

【お問合せ】空知農業改良普及センター南東部支所 ＷＥＡＶＥ事務局

ＴＥＬ：０１２３－７２－２３５８

【ｲﾝｽﾀｸﾞﾗﾑ】https://www.instagram.com/farmersgroup.weave

◎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 ９月１４日（土）１３：３０～１４：３０（終了予定）

２０１９年１０月１９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

◎おんねゆマルシェ

＜わが村団体名：るべしべ白花豆くらぶ＞

わが村参加団体「るべしべ白花豆くらぶ」さんが「おんねゆマルシェ」を行います。

白花豆のスイーツや旬の野菜、パンやオリジナルグッズの販売の他、「色々お豆のミネストロ

ーネスープ」の飲食コーナーもあります。また、午前１０時からは先着順で牛乳１８０本が無償

提供（ＪＡきたみらいさん提供）される予定です。是非ご来場ください！

【開催日時】２０１９年９月１５日（日）１０：００～１５：００

【開催場所】道の駅おんねゆ温泉（北見市留辺蘂町松山１－４）

【お問合せ】るべしべ白花豆くらぶ 広報係 須藤哲史

ＴＥＬ：０９０－８９０８－３２２４

【Ｈ Ｐ】http://shirohanamame.jp

◎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。



- 4 -

【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）

９月１９日（木）～ ９月２４日（火） 東京都・東武百貨店池袋店 北海道物産展

１０：００～２０：００ ※最終日の２４日は１８：００まで

１０月 ２日（水）～１０月 ７日（月） 大阪府・阪急百貨店うめだ本店 北海道物産大会

１０月１０日（木）～１０月１５日（火） 東京都・日本橋高島屋 北海道物産展

１０：３０～１９：３０ ※最終日の１５日は１８：００まで

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

◎親子産地見学・収穫体験～親子で楽しくりんご狩り～

＜わが村団体名：七飯の食を考える会＞

七飯町みやご果樹園（アグリネットななえ）で、りんごの親子産地見学・収穫体験を開催しま

す。

親子１０組限定（お子さんは小学生対象、要申込）。町外の方も、ぜひご参加下さい！

【開催日時】９月２１日（土）９：３０～１１：３０

【開催場所】みやご果樹園

（集合場所等詳しくは、お申込後、当選された方に直接お知らせします）

【お問合せ】七飯の食を考える会 代表 田中 いずみ

ＴＥＬ：０９０－９７５４－３６１２

申込は、ショートメールまたはメールで ①お名前（ふりがな） ②年齢（学年）

③性別 ④住所・連絡先（電話番号）の記載をお願いします。

メールアドレス：nanashoku2015@gmail.com

お子様３名以上の場合は、保護者２名のご参加をお願いします。

お子様に幼児がいる場合は、ご相談下さい。

【Ｈ Ｐ】http://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９月２１日（土）１１：００～（商品がなくなり次第終了）

【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/

◎第２７回根室さんま祭り

＜わが村団体名：歯舞地区マリンビジョン協議会、落石地区マリンビジョン協議会＞

サンマの水揚げ日本一を誇る根室の、別名「とろサンマ」と呼ばれるほどの脂ののったサンマ

を楽しめるイベント！

会場では炭火焼きを楽しめる「岸壁炉端コーナー」や「サンマの箱売り即売会」、ステージで

はＹＯＳＡＫＯＩ演舞や歌謡ショー等が披露されます。

【開催日時】２０１９年９月２１日（土）１２：００～２０：００（予定）

２０１９年９月２２日（日）９：００～１５：００（予定）

【開催場所】根室港特設会場（根室市海岸町１丁目）

【お問合せ】根室市役所水産経済部商工観光課

ＴＥＬ：０１５３－２３－６１１１

◎鶴居村ふるさと祭り
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＜わが村団体名：ＮＰＯ法人 美しい村・鶴居村観光協会＞

鶴居村最大のお祭り！

農協女性部による「千人鍋」をはじめ、鶴居村のうまいものが並びます。

また、「生きがい野菜倶楽部」による、とれたて野菜の格安販売もあります。

【開催日時】２０１９年９月２３日（月・祝日） 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】鶴居村ふるさと祭り実行委員会（鶴居村役場産業振興課）

ＴＥＬ：０１５４－６４－２１１４

◎農業・農村ふれあいフェスタｉｎ赤レンガ

＜わが村団体名：千歳市グリーン・ツーリズム連絡協議会＞

イベント会場に出店し、千歳産の美味しい新鮮野菜を販売します。

皆さまのお越しをお待ちしております♪

【開催日時】２０１９年９月２８日（土）１０：００～１６：００

【開催場所】北海道庁・赤レンガ庁舎前 （札幌市中央区北３条西６丁目）

【お問合せ】千歳市観光スポーツ部交流推進課交流推進係

千歳市グリーン・ツーリズム連絡協議会事務局

ＴＥＬ：０１２３－２４－３１８５

ＦＡＸ：０１２３－２２－８８５３

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

◎江部乙丘陵地フットパス（約５キロ）

＜わが村団体名：江部乙丘陵地のファンクラブ＞

丘陵地の里山散策路を巡り、紅葉の秋と果物狩りを楽しみます。

【開催日時】２０１９年９月２９日（日）８：３０～１２：３０

【集合場所】フルーツの丘（滝川市江部乙）

【参 加 費】１，３００円（会員）１,５００円（一般）※お土産付き

【申込・お問合せ】江部乙丘陵地のファンクラブ事務局

ＴＥＬ・ＦＡＸ：０１２５－７５－６１９５

【Ｈ Ｐ】https://ebeotsu-fanclub.jimdo.com/

◎①十勝ハッピーハロウィンフェスタ２０１９ｉｎ帯広大正

②「十勝ガールズ農場」秋を満喫！ハロウィンかぼちゃ収穫体験

＜わが村団体名：株式会社アグリファッショングループ＞

町中がオレンジ色に染まっちゃう？！
昨年に続き、帯広大正地区を中心とした一大イベントが開催されます！

数種類のかぼちゃが、とかち帯広空港や幸福駅、帯広大正市街地にならびます！仮装して参加

しちゃおう♪また、十勝ガールズ農場では、購入はもちろん収穫体験もやっています。

【開催日時】①②令和元年１０月１日（火）～１０月３１日（木）

【開催場所】①とかち帯広空港（帯広市泉町西９線中８－４１）

幸福駅（帯広市幸福町東１線）

帯広大正地区
②十勝ガールズ農場（帯広市以平町西８線１）

【Ｈ Ｐ】http://agri-fashion.com
【備 考】帯広第七中学校では、総合学習の時間に「ハロウィン変顔かぼちゃ」を制作してい

ます。

◎根室産業フェスティバル

＜わが村団体名：歯舞地区マリンビジョン協議会、落石地区マリンビジョン協議会＞

根室市特産品の新鮮な魚介類や農畜産品、加工品など地場産品を一堂に集めて紹介・販売する

イベントです。

バーベキューコーナーでは、炭付きの焼き台（有料）を貸出しているので、購入した食材をそ

の場で焼いて楽しむことができます！
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【開催日時】２０１９年１０月６日（日）１０：００～１４：００（予定）

【開催場所】北方四島交流センター（ニ・ホ・ロ）横 特設会場（根室市穂香１１０－９）

【お問合せ】根室商工会議所

ＴＥＬ：０１５３－２４－２０６２

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

【現在開催中のイベント情報】

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

●ウトロ漁協婦人部食堂 今季営業のお知らせ☆

＜ＪＦウトロ漁業協同組合女性部＞

ウトロ漁協婦人部食堂が今季の営業を開始しています。

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？

【営業期間】２０１９年４月２７日（土）～１０月末頃まで

【営業時間】８：３０～１５：３０頃まで ※不定休

【住 所】ウトロ漁港内（斜里町ウトロ東１１７番地）

【お問合せ】ＴＥＬ：０１５２－２４－３１９２

●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

●鶴居村運動広場

＜わが村団体名：（株）鶴居村振興公社＞

＜ 〃 ：ＮＰＯ法人 美しい村・鶴居村観光協会＞

【営業時間】２０１９年４月２７日（土）～１０月中旬（予定）

【所 在 地】鶴居村運動広場（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/
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●♪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

●「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：株式会社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農業体験！

十勝ガールズ農場、トライアグリ以平の丘にぜひお越しください。

【開催日時】２０１９年６月１日（土）～１０月３１日（木） １０：００～１５：００

【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】食農体験・トライアグリ専用電話

ＴＥＬ：０９０－６４４５－０３７０

【Ｈ Ｐ】http://agri-fashion.com/

【そ の 他】日程及び収穫できる野菜についての詳細はホームページでご確認ください。

●直売所「北の大地マルシェ」オープンします♪

＜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ます。

新鮮野菜や地元産バジルと塩茹で落花生を使用した「北海道ジェノベーゼソース」などの加工

品が人気です。

ご来店の際はエコバッグをご持参ください。

【開催日時】２０１９年６月９日（日）～１０月２７日（日）

【営業時間】９：００～１６：００ 定休日なし

【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

●なまら十勝野マルシェ

＜わが村団体名：株式会社なまら十勝野＞

なまらウマい野菜はいかが？

畑と消費者の懸け橋になりたい！！の想いで生産者自身が運営をするマルシェです。

十勝の畑作農家集団、なまら十勝野のメンバーが育てた新鮮でおいしい野菜を、対面販売しま

す。毎回１５種類ほどの朝取り野菜を並べて皆様をおまちしております♪

詳細については、お問合せ願います。

【開催日時】２０１９年７月～１０月 毎週金曜日

①７月～９月 １５：００～１８：００ ※雨天決行

②１０月 １５：００～１７：００ ※雨天決行

【開催場所】芽室町内セブンイレブン（週毎に３店舗を巡回）

（セブンイレブン芽室東４条２丁目店：芽室町東４条２丁目２－２）

（セブンイレブン芽室南町店：芽室町西１条南６丁目１－１）

（セブンイレブン芽室西５条店：芽室町西５条９丁目１－５）

【お問合せ】株式会社なまら十勝野

ＴＥＬ：０１５５－６２－８１６６

【Ｈ Ｐ】https://namaratokachiyashop.secure.force.com/
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●十勝ファーマーズマーケット

＜わが村団体名：十勝ファーマーズマーケット＞

「十勝の作物を十勝で食べる」。十勝ファーマーズマーケットでは、農業大国十勝の生産者、

料理人などが集い、十勝産の新鮮な野菜や加工品、十勝産食材を使った料理などが提供されま

す。土曜の朝、緑ゆたかな公園の心地よい雰囲気に包まれながら、十勝を感じてみませんか？

【開催日時】２０１９年７月～９月 第２・第４土曜 ９：００～１４：００ ※雨天決行

【開催場所】帯広市緑ヶ丘公園（帯広市緑ヶ丘２番地）

【お問合せ】ソーゴー印刷株式会社

ＴＥＬ：０１５５－３４－１２８１

【Ｆ Ｂ】https://www.facebook.com/tokachifarmersmarket/

●「果物狩り」

＜わが村団体名：谷観光農場＞

９月はプルーン・ぶどう（９月下旬）や各種野菜が収穫できます！直売も営業しております。

収穫できる果物・野菜についての詳細はホームページでご確認ください。ぜひどうぞ！！

【開催日時】営業時間 １０：００～１６：００（不定休）１０月下旬まで開園予定

【開催場所】谷観光農場（北斗市向野１４４－５）

【お問合せ】ＴＥＬ：０１３８－７７－６８４３

ＦＡＸ：０１３８－７７－１４２２

【Ｈ Ｐ】http://www.tani-farm.com/

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

【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。

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＞
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万歩計を携帯し、日々２万歩を目指してウォーキングしております今日この頃。

景観の先生がおっしゃいました。歩いてみると、普段見えない景色が見えてくると。

そこで先日、左股川沿いにて、流路工が生み出す美しい水辺空間でＢＢＱや釣りを楽しむ人々を

横目に、「美」景観や「珍」昆虫に出会えるかもと、行けるところまで川の上流へと踏査してみた

ものの・・・小別沢から盤渓付近に進むにつれ、明らかに崖が増え道も無く鬱蒼とした森へと変化

していき、何だか急に熊との遭遇が頭をよぎり始めた私は、慌てて最寄りの舗装道路を探す始末。

山沿いは街中にも出没するくらいですから・・・。

北海道はこれから本格的な秋到来で自然を満喫する方もいると思いますが、熊も１１月からの冬

眠に備え脂肪を備蓄する季節。

山や森に入る際にはくれぐれもご用心を！ （釣り吉）

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

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

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。

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


