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今年度総会 各議 を原案通り承認案

す。
平成26年度 (2014年度)の社員総会

が 5月 26日 に札幌市中央区の大五ビル

で開かれ、社員 9人が出席 (委任状は

19通)して開かれました。

開会の挨拶に立った石黒理事長は 「一

時は会の先行きがノい配されたが、支援を

いただいて乗 り切 りました。前年度は発

足20年目の同窓会を開き、多くの会員

の参加を得て盛 り上がりました。

今期の活動開始に向けて、太田理事の

紹介で恵庭市にある余湖 (よ ご)農園を

たずね感動を受けました。農園主の余湖

さんの先代は戦後に旧満州から引き揚

げ、新潟県の佐渡島を経て終戦の年の

1945年に戦後開拓として入植 しまし

た。幾多の困難を越えて現在は トマ ト栽

培で成功 し、一方では若い就農者の保証

人となって新規就農を後押 ししていま

福島第 2原発の事故により、道内には

今なお2,600人 の避難者がおります。札

幌市内では夫が本州で働き家族が公営住

宅で暮らすという、離ればなれの暮らし

をしています。こうした家族を農業分野

に吸収出来ないか、と考えています」 と

あいさつ。

引き続き議事に入 り25年度の活動報

告と決算、ならびに監査報告を承認。

26年度の活動方針、予算案をいずれも

原案通 り拍手で承認 しました。活動報告

によると一般会員は発足 してから前年度

末の累計で3124件を数え、新規入会者

は4人でした。また移住者の現況は464
組、NPO法人の社員は44人 (個人29、

法人 15)で した。

(写真説明)総会で挨拶する石黒理事長



8月 30日 に恵庭の余湖農園へ訪問ツアー

定員は40人 参加者を募集しています
本年度総会での理事長挨拶でも触れたように、札幌と千歳に挟まれた恵庭市で

トマト農園を経営し若手就農者をバックアップしている余湖農園を訪間するツア

ーを8月 30日 に開催します。企画と実施は余湖農園の農産物を販売する「コー

プさっぽろ」の関連会社にお願いしました。企画書の要旨を掲載しましたので、

ご検討の上ふるって参加してください。

:ト マ トロビール ロジンギスカン

北海道のすごい農業に出会おう会
～恵庭・ 余湖農園とサッポロピールエ場見学～

北海道には、知恵と情熱、開拓 ,いがあS、 れ

るすばらしい農業者が大勢います。その許を

訪ね、北海道農業のいまに触れるとともに、

少 しですが本気で農業を体験できる楽 しいツ

アーを企画 しました。今回訪ねるのは、恵庭

市で余湖農園を営む余湖智さんの畑です。余

湖家は旧満州国から引き揚げ、昭和 20年に

先代が新潟県の佐渡島から北海道に入植 して

きました。戦後の開拓農家でありながら、干

歳川放水路工事による移転を乗り越え、六次化に取り組む大きな農園に成長しました。農業を家

業から社業に変化させた余湖社長の情熱とアイデアはあ6ヽれるばかり。今では直売所やコープさ

つばろの店頭で余湖農園の野菜を見ない日はありません=写真。本州からの移住者、他業種から

の新規就農者も受け入れ、余湖さんで修業して独立した農家も数多<出ています。そんな余湖さ

んが近年力を入れているのが調理用 トマ ト「なつのこま」の栽培。「昆布に負けないほどアミノ

酸が多 <、 現在、北海道での栽培が1曽えています。将来は北海道が調理用 トマ トの主産地になる

でしょう」と余湖さんは見込み、 トマ トを用いた商品開発にも積極的に取り組んでいます。最盛

期の盛夏にはパート、アルバイトを募集しても追いつかないほどの収穫となる予定。そこで余湖

さんの農業についての興味深いお話をじつ<り 伺つたあと、我
～

もトマ ト収穫を本気で体験させ

ていただきます。

いい汗をかいた後は農園内でおいしい「えにわジンギスカンJを味わい、そのあと同じ恵庭市

内にあるサッポロビール北海道工場に立ち寄り、見学の後でおいしい「クラシック」「黒ラベ

ル」ビールを試飲させてもらいます。

◇日程 8月 30日 (土 )午前 80寺 30分出発=札幌全日空ホテル出発、午後 40寺 30分帰着

=本L幌駅北□。小雨決行、途中で農作業に支障のあるような天気になつた場合、農園内で別のプ

ログラムを行うことになります。◇募集人数 20～40人 (最少催行は 25人)◇参力0料  1人
6,OOO円 (税込み、バス座席のいらない3歳未満の幼児は無料、座席と料理の必要なお子さん

(3歳以上～小学生以下は 1人 3,500円)◇添乗員は 1人同行

なお、開拓使の会の会員と一般のお客さまが一緒になる編成となりますのでご了解くださいノ



コクがあ り味わい豊か

グレープジュース試作
藤崎史夫さん新たな事業展開目指す

今年 3月 初め、仁木農協の果汁工場か らジュースが届きました。500ミ リリッ トル

で 200本余 り。私の農園で採れたブ ドウをジュースに加工 してもらい、半年近 く寝か

せていました。深みのある濃い紫色で見るからに味の深 さが感 じられました。

ここ仁木町で廃業 した果樹園を住宅 ごと購入 し、サクランボとブ ドウの栽培を始め

たのが平成 13年 (2001年)の 3月 で した。引き継いだ 2.7ヘ クタールの農場は化学肥

料を使い過ぎ地力が落ちている事が分か り、コメの糎殻 (後 にソバ殻を使用)を寝か

せてつ くつた堆肥を使 う有機農法に転換 しま した。現在はサクランボが 200本、それ

にブ ドウ、アスパラガス、ブルーベ リーを栽培 しています。主力のサクランボは本州

を中心とした顧客に直接送 ります。「とてもおい しかつた」 と言われるのが最高です。

ブ ドウやアスパラガスは農協に出荷 していますが、何 と言っても主力はサクランボで

1キ ロが 1000～ 1300円 です。ブ ドウは 200円 にしかな りません。

ブ ドウの品種はキャンベルスアー リー とナイアガラです。前者は古い品種で栽培す

る人も少なく、値段も低調です。昨年秋に収穫 した 200キ ログラムを農協の加工場に

持ち込み、ジュースにしました。果汁だけを絞 らず、実 と皮を丸ごと半年ほど寝かせ

たジュースは色も味も濃厚で した。

農産品に詳 しい知人から製品として売 り出す事を勧められま した。倶知安の会社を

紹介 してもらい。ボ トルに貼付けるラベルを依頼 し、薄紫に金色の英文を入 りで しゃ

れたデザインです。ジュースは札幌の レス トランでも好評で した。現在は美瑛町に移

転 し宿泊付きレス トランを営業、私のブ ドウジュースがメニューにあります。東京の

レス トランにも見本を送 りましたが好評でした。生食なら一キロ 200円 のブ ドウが、

ジュースに加工すると 500ミ リリットルのボ トル

が 1,800円 で売れます。

キャンベルスは忘れ去 られたようなブ ドウの品

種ですが、ちょっとした工夫で商品化するとよみ

がえることが出来ます。まさしく農業の面白みで

す。サクランボが手取 りでキロ 1000円 余 りです

が、500ミ リリットルのブ ドウジュースは一本で

これを超えます。アルコール飲料を飲まないイス

ラム教徒向けの認証を取る事も検討 しましたが、

費用がかなりかかるので後の課題 としています。

「写真説明」農園でグレープジュースのボ トル

を手にする藤崎さん



「札幌は自転車が似合う街」。自転車好きが集まつて上記の団体

が発足した。街乗りにふさわしい小回りがきいて軽量の自転車を開

発、ホワイト、ブルーの2色の自転車を各50台、税抜き39,800円で

発売する。

自転車の特徴はタイやサイズが20インチで小回りが効き、冬期間

の収納を考慮して軽量小型が特色。「本L幌のフィールドとライフスタ

イルから生まれ、札幌の暮らしを楽しむための自転車」をうたい文句

にしている。

Sapporo Bikeに は自転車好きの11人が参加し、自転車が似合う

街のために活動する。代表発起人は大田明子さん(ビジネスエ房代

表)。 ホームページは httpノ/sapporobikejimdo.∞ m/


