■□□
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
□■□
□□■□□
２０１９／２／１
第１０７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 わが村団体活動報告会・全道交流会（札幌市、２月２１日）
◎ＪＲ北海道車内誌「ＴＨＥ ＪＲ Ｈｏｋｋａｉｄｏ」２月号の掲載情報
【わが村団体情報】
●北見厳寒の焼き肉まつり２０１９（北見市、２月１日）
●しばれフェスティバル（陸別町、２月２～３日）
●第３２回タンチョウフェスティバル（鶴居村、２月１０日）
◎氷灯夜（芽室町、２月１４日）
◎農家のかあさん土曜市（江別市、２月１６日）
◎農家のいきいき母さん土曜市（岩見沢市、２月１６日）
◎野付半島 氷平線ソリとスノーシューツアー（別海町、２月１６日）
◎江部乙丘陵地フットパス（滝川市、２月１７日）
◎冬のわっかない観光物産まつり（第３６回全国犬ぞり稚内大会）
（稚内市、２月２３日～２４日）
◎牡蠣博士・酪農博士 認定試験（厚岸町、３月１７日）
【現在開催中のイベント情報】
●本土最東端 パノラマ・クルーズ（根室市、～４月３０日まで）
【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１四半期）の募集について
◎シンポジウム「守れ！北海道の『生産空間』～地域が存続していくために今何が必要か～
＜編集後記＞
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【わが村運動情報】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◎第９回コンクール わが村団体活動報告会・全道交流会
２月２１日に札幌市内でわが村団体活動報告会と全道交流会を開催します。報告会では、
優秀賞受賞団体の皆様の活動や平成３０年北海道胆振東部地震からの復興の取組について報
告をしていただきます。終了後は交流会を開催します。
コンクール参加の有無、受賞の有無は問いません！「わが村」に少しでも関心のある方、
是非ご参加下さい！
多くの皆さんの参加をお待ちしております♪
【開催日時】平成３１年２月２１日（木）
わが村団体活動報告会 １６：００～１７：４５
全道交流会
１８：００～１９：３０
【開催場所】かでる２・７（札幌市中央区北２条西７丁目）
【参 加 費】わが村団体活動報告会 無料
全道交流会
３，０００円
※詳しくはこちらをご覧下さい↓
http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ns/nou_sin/splaat000001hw2f.html
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◎ＪＲ北海道車内誌「ＴＨＥ ＪＲ Ｈｏｋｋａｉｄｏ」２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。２月号では第８回コンクールで奨励賞を受賞した「十勝品質事業協同組合」
が紹介されています。
「十勝品質事業協同組合」は、チーズの製法や基準を統一化し、十勝産のチーズのブラ
ンド化と国内外への発信を目的に設立されました。
十勝川温泉のモール温泉水でチーズの表面を磨いた「十勝ラクレットモールウォッシュ」
は、十勝川温泉の特産品として地域の魅力発信にも寄与しています。
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～〗
十勝品質事業協同組合は、十勝管内の酪農家、チーズ工房、金融機関等で構成された団体で、
ラクレットチーズを共同熟成庫で熟成し、統一ブランドでのチーズづくりを行っています。ラ
クレットとは、フランス語で『削る』の意味で、ラクレットチーズは、スイスやスイス国境の
フランスで古くから食べられているチーズです。昔は、暖炉の火でチーズを温めて、溶かしな
がら食べられていましたが、最近は、チーズを専用のオーブンで溶かし、ナイフで削って、ゆ
でたジャガイモにかけて食べるのが一般的な食べ方だそうです。
ところで、日本でのチーズづくりは、明治９年に米国人の指導のもと、札幌市真駒内で始ま
りました。チーズづくりが北海道から始まったこともあってか、２年に１回行われる国内ナチュ
ラルチーズコンテストでは、北海道内の工房が最上位を占めています。
さて、１月下旬から北海道が舞台となり、チーズづくりをテーマにした映画の上映が始まり
ました。映画をきっかけとして北海道のチーズに注目が集まることを期待しています。
「十勝品質事業協同組合」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/ud49g7000000o2i9-att/splaat0000000cpc.pdf
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【わが村団体情報】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
●北見厳寒の焼き肉まつり２０１９
＜わが村団体名：厳寒の焼き肉まつり実行委員会＞
北見の寒さと焼き肉をＰＲしようと、転勤族の皆さんの発案から始まったこの焼き肉まつり。
マイナス１０度前後の夜空の下、毎年大いに盛り上がります！厳寒の北見を楽しむ、この時
期ならではのイベントです。
【日
【会
【Ｈ
【Ｆ

時】 平成３０年２月１日(金)１７：００～２０：００（開場１６：３０）
場】 北見芸術文化ホール駐車場 特設会場（北見市泉町１丁目３－２２）
Ｐ】http://kitamikanko.jp/event/event15.html
Ｂ】https://ja-jp.facebook.com/kitami.genkan.yakiniku

●しばれフェスティバル
＜わが村団体名：しばれフェスティバル実行委員会＞
日本一寒い町陸別町で、『しばれフェスティバル』が今年も開催されます。
寒さを逆手にみんなで楽しむこのお祭りはまさに陸別町のソウルイベント。
今年は、土日の２日間とも吉本の芸人によるお笑いライブを開催します。
【開催日時】平成３１年２月２日（土）～３日（日）
【開催場所】陸別ウエンベツイベント広場（陸別町ウエンベツ）
【お問合せ】しばれフェスティバル実行委員会（陸別町役場 産業振興課内）
ＴＥＬ：０１５６－２７－３９９０
【Ｈ
Ｐ】http://shibare.com/
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●第３２回タンチョウフェスティバル
＜わが村団体名：ＮＰＯ法人 美しい村・鶴居村観光協会＞
タンチョウの衣装を着て氷上に片足（素足）で立つ時間を競う「タンチョウ耐寒競技」
や、「タンチョウ鳴き声コンテスト」などタンチョウにちなんだ催しが行われます。
【開催日時】平成３１年２月１０日（日）１１：００～１４：００
【開催場所】鶴居村総合センター前庭（鶴居村鶴居西１丁目１番地）
【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
◎氷灯夜
＜わが村団体名：芽室町観光物産協会＞
毎年２月１４日に開催される『氷灯夜』（ひょうとうや）。
約４５００個のアイスキャンドルがきらめく幻想的な空間が一夜限りで出現します。
また、冷えた体を温める飲食売店も設置。カップル、ご家族でいらしてください。
【開催日時】平成３１年２月１４日（木）１５：００～２０：３０
【開催場所】芽室公園（芽室町西２条８）
【花火打ち上げ時間】１９：５０～（１０分間程度）
【Ｈ
Ｐ】https://memurokankou-hyoutouya-hy.jimdo.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＞
おいしいものから手芸品まで、農家のかあさんたちの心のこもった手作り品が大集合します
よ！
【開催日時】平成３１年２月１６日（土）１０：００～１４：００
【開催場所】江別防災ステーション（江別市大川通６）
【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/
◎農家のいきいき母さん土曜市
＜わが村団体名：いきいき母さん土曜市運営委員会＞
色々な手作り品のほかランチやコーヒーセットなどの飲食コーナーもあります♪
２月のイベントは、パワーストーンのつまみ細工ストラップ作りです！
【開催日時】平成３１年２月１６日（土）１０：００～１４：００
【開催場所】Ｔ'ｓ ＢＡＲ（ティーズバー）(岩見沢市５条西２丁目８番地６）
【お問合せ】いきいき母さん土曜市運営委員会 代表 池田さん
ＴＥＬ：０９０－２８７５－００３３
◎野付半島 氷平線ソリとスノーシューツアー
＜わが村団体名：別海町グリーン・ツーリズムネットワーク＞
冬の野付半島ポンニクルの森はどんな景観を見せてくれるでしょうか！
スノーモービールで引かれたソリに乗り３０分・スノーシューで歩くこと３０分
雪に覆われた野付半島を感じてみませんか？
【開催日時】平成３１年２月１６日（土）集合１０：００ 解散１３：００
【集合・解散場所】野付半島ネイチャーセンター（別海町野付６３番地）
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【参 加 費】無料
【定
員】２０名
【申込締切】２月１日～１３日（定員になり次第締切）
【申込・問合せ】別海町役場観光課 ＴＥＬ：０１５３－７５－２１１１
【Ｈ
Ｐ】http://betsukai-kanko.jp/
◎江部乙丘陵地フットパス（カンジキフットパス 約５キロ）
＜わが村団体名：江部乙丘陵地のファンクラブ＞
丸加高原北側の豊かな自然をカンジキで散策し、川辺の雑木林に小さな春を探します。
※お土産・軽食付き♪
【開催日時】平成３１年２月１７日（日）８：３０～１２：３０
【開催場所】伝習館（滝川市江部乙町３９４９番地１４）
【参 加 費】１,５００円 ※スノーシュー持参
【申込締切】平成３１年２月１４日（木）
【お問合せ】江部乙丘陵地のファンクラブ事務局
ＴＥＬ：０１２５－７５－６１９５
ＦＡＸ：０１２５－７５－６１９５
【Ｈ
Ｐ】https://ebeotsu-fanclub.jimdo.com/
◎冬のわっかない観光物産まつり（第３６回全国犬ぞり稚内大会）
＜わが村団体名：稚内農業協同組合 稚内牛乳＞
「ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ２０１９ 第３６回全国犬ぞり稚内大会」と同時開催。
稚内牛乳が出店販売する予定です。詳細はＨＰで！！
【開催日時】平成３１年２月２３日（土）～２４日（日）
【開催場所】稚内市声問大沼 特設会場
【お問合せ】全国犬ぞり稚内大会実行委員会
（稚内市役所観光交流課内（稚内市中央３丁目１３番１５））
電話：０１６２－２３－６２７２
【Ｈ
Ｐ】http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kanko/event/inuzori.html
◎牡蠣博士・酪農博士 認定試験（厚岸町）
＜わが村団体名：ＮＰＯ法人 厚岸ネット＞
豊かな自然環境に恵まれて育つ”あっけし牡蠣””あっけし牛”に関する知識を一人でも多
くの方々に知って頂きたく開催。
厚岸の歴史、環境、養殖、水産、酪農、生態、食文化等の知識を広め、あなたも「牡蠣博士
・酪農博士」にチャレンジしてはみてはいかがでしょうか。出題から８割以上正解すると「牡
蠣博士」「酪農博士」に認定されます。
前日には搾りたての牛乳、水鳥の観察など厚岸の魅力を満喫できるスタディーツアーや試験
終了後には厚岸産牡蠣を味わう懇親会も企画しています。
○牡蠣博士・酪農博士 認定試験
【開催日時】平成３１年３月１７日（日）受付１３：００～ 試験開始１３：３０～
【開催場所】厚岸町生活改善センター（厚岸町港町２丁目）
【受 験 料】２,０００円
【そ の 他】牡蠣博士認定試験問題集は１,０００円で販売。（別途送料）
酪農博士認定試験問題集は無料で配布。ただし送料はかかります。
○スタディーツアー
【開催日時】平成３１年３月１６日（土） 集合９：４５ 解散１６：００
【集合場所】厚岸町生活改善センター（厚岸町港町２丁目）
【参 加 費】５，０００円
【定
員】２３名
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※試験、スタディーツアーのお申し込みについては、下記にお問合せ下さい。
【申込締切】１月１１日（金）～３月９日（土）
【申込・問合せ】あっけし牡蠣博士認定実行委員会事務局（たけだ工務店（株））
ＴＥＬ：０１５３－５２－７６００
【Ｈ
Ｐ】http://www.npo-akkeshi.net/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【現在開催中のイベント情報】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
●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＞
４月３０日まで、歯舞漁港から納沙布岬・貝殻灯台中間点までの周遊観光を行います。
北方領土を間近に望むことができ、オジロワシ等の海鳥やゼニガタアザラシ等の哺乳類も
見ることが出来ます。
【運行期間】 ４月３０日（火）まで
【運行ルート】歯舞漁港→納沙布岬・貝殻島灯台中間点→歯舞漁港（所要時間約２時間）
【お問合せ】 歯舞漁業協同組合 指導部・遊覧船係 ＴＥＬ：０１５３－２８－２１２４
【Ｈ
Ｐ】 https://www.jf-habomai.jp/index.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１四半期）の募集について
販路拡大・商品開発などに取組む道内企業の方々を応援するための制度です。
新商品を３ヶ月間「北海道どさんこプラザ」（札幌・有楽町・名古屋）で販売します。
販売過程の情報提供や店舗からのアドバイスも受けられますので、新商品の磨き上げと
して、いかがでしょうか。
【募集期間】１月４日（金）から２月２０日（水）まで
【申し込み】下記ＵＲＬから申込書をダウンロード・記載の上、各総合振興局・振興局
商工労働観光課へお申し込み下さい。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/marke/dosanko/test.htm

◎シンポジウム「守れ！北海道の『生産空間』～地域が存続していくために今何が必要か～
北海道の強みを提供する「生産空間」の維持・発展に向けた取組を地域を挙げて行うこ
との必要性について認識を深め、そこに住み続けられる環境づくりが進展することを目的
にシンポジウムを開催します。
人口減少が進む中、地域が生き残り、食・観光などの強みを維持し続けるため、今どのよ
うな取組が必要か？一緒に考えてみませんか。
【開催日時】平成３１年２月２８日（木）１３:００～１６:３０（開場１２:３０）
【開催場所】札幌市教育文化会館 小ホール（札幌市中央区北１条西１３丁目）
【参加申込】「会社名及び部署名」「参加者名」「連絡先電話番号」を明記の上、
平成３１年２月２６日（火）までに、以下のメールアドレスへ送信してください。
【申込メールアドレス】hkd-ky-kukansympo@mlit.go.jp
※詳しくはこちらをご覧下さい↓
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/chousa/splaat000001i8p3.html
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜編集後記＞

網走では「流氷接岸初日」が発表されるなど、冬の観光が本番となってきました。
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わが村団体情報にもあるとおり道内各地で様々なイベントが開催されています。
第７０回を迎えるさっぽろ雪まつりも、地元の中・高校生が６つの雪像を大通公園に設
置したことをきっかけに始まったまつりです。各地のイベントが大きく育っていくこと
を期待しています。
２月２１日に活動報告会及び交流会が開催されます。わが村団体の皆さんと交流出来
る良い機会ですので、ご都合のつく方は是非、参加してみてはいかがでしょうか。
事務局一同、皆さんとお会い出来ることを楽しみにしています。
（ＭＭＺ）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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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