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美味しい安曇野 を
信州安曇野まるしぇ
北アルプスから吹き渡るそよ風は、安曇野の地に爽やかな空気をもたらします。
山々から流れ着いた雪解け水は、豊富な湧水となって大地を潤します。
降り注ぐ太陽の光を浴びた作物は、その実に十分な栄養を蓄えます。

安曇野市

長野県

あなたにお届けします。
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そして、自然と真摯に向き合い、たゆまぬ努力を続ける人々が、美味しい農産物を育てるのです。

野菜
果物
米・蕎 麦
安 曇 野 で 農 を 楽 しむ
07
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こうして生まれる〝美味しい安曇野〟を、今、あなたにお届けします。

”
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“

美味しい農産物を育む
春は名のみの 風の寒さや――。
安曇野の早春の情景を歌ったと
される唱歌『早春賦』
。その歌詞
のとおり、今か今かと春の訪れ
を待つ人々の期待をよそに、安
曇野の春はゆっくりと訪れます。
やがて、山麓や平野からすっか
り雪が消え、初々しい緑の躍動感
を感じる頃、見上げた山々にく
っきりとその姿を現すものがあ
ります。「雪形」です。長い間、
安曇野の先人たちは五穀豊穣の願
を込めて、この自然が紡ぎ出すひ

雪形の現れを目安とするかのよ

と時のアートを眺めてきました。

うに、人々の農の営みが始まりま
す。堰には豊富な水が滔々と流
れ、広い田んぼの水面が、水鏡の
ように空と北アルプスとを映し出

します。どこまでも澄み渡った
空からは、豊富な日の光が降り
注ぎ、草木はその力を吸い込ん
で、すくすくと育っていきます。
暑さが和らぎ始めると、いよ
いよ収穫の時期を迎えます。水
田は黄金色に輝き、果樹畑から
は甘い香りが漂います。まさに
実りの秋。安曇野では、収穫祭
や感謝祭など、収穫の喜びを伝
える農産物のお祭りが、至ると

そして、冬。張りつめるほど

ころで行われます。

に澄み切った空気が、勇壮な山
々の稜線をくっきりと際立たせ、
その美しい光景は決して見飽き
ることがありません。厳しい冬
の寒さが、次の一年の実りを育
むのです。

変化に富ん だ安曇野の四季
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野菜

信州安曇野まるしぇ

カタログ Book

美味しい
安曇野

安曇野産 農産物
標高が高く、昼夜の寒暖差の大きい安曇野では、
様々な種類の美味しい農産物が育ちます。

ble

Vegeta

朝になると、安曇野では地域

の直売所に新鮮な朝採れ野菜が

ところ狭しと並び、多くの人で

にぎわいます。冷涼な気候と清

冽な水によって、美味しい安曇

野の野菜が育ちます。
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トウモロコシ

楽しくなかったら、
仕事じゃない！
穂高川と高瀬川に挟まれ、田

てくれるお客さんの笑顔を見る
と、やっぱりうれしいですね」
。

農産物を通じて育む、

こに〝コムさん〟こと、小室博

る一方、最近では直接販売に力

だからこそ、市場へも出荷す

親戚以上の関係性

文さんのトウモロコシ畑があり

を入れています。
「直接お客さん

園地帯が広がる北穂高地区。こ

ます。兼業農家だった頃は ａ

らは農地を広げ、今では か所

農業に専念するようになってか

ほどでしたが、ＪＡを退職後、

心〟と思ってもらえるよう、安

心が第一。
〝コムさんに頼めば安

と相対するからこそ、安全・安

全性には人一倍気を使っていま

業 体 験 や 学 生の 農 家 民 宿の 受

そ ん な コ ム さ ん ち で は 、農

す。それが顔の見える〝直販〟

コ ム さ ん の モ ッ ト ー は「楽

け入れも行っています 。
「 買っ

シをメインに、アスパラやタマ

し く な か っ た ら、仕 事 じ ゃ な

hirohumi.komuro

１ ほどの圃場で、トウモロコ

い！」
。その言葉どおり、コム

て い た だ く の は も ち ろ ん 、実

の責任だと思っています。
」

さんの笑顔からは、楽しそうに

際 に 遊 び に 来 て 、収 穫 し て 、

ネギなどを栽培しています。

農業をしている様子が見て取れ

ね 。 農 産 物 を 通 じ て 、お 客 さ

そ の 場 で 味 わって ほ し い で す

ん と 親 戚 以 上のお 付 き 合い が

ます。「農業は天候に左右され

るけれども、自分が育てた野菜

で き れ ば と思っていま す 」。

るものだから、大変な部分はあ

を〝美味しい！〟と言って食べ

LINE@：@kod7228t
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「大地を耕し、自然を愛す」をモットーに、
安曇野の大自然をフル活用した農業を営
む。トウモロコシのほか、アスパラやタマ
ネギ、お米などを主に栽培している。
穂高川と高瀬川に挟まれた地
域だけあって、農業用水路に
は豊富な水が流れる

Facebook：https://www.facebook.com/
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小室 博文さん

ComCom ファーム

ComComファーム

ファーム
ComCom

時期：4月～6月
参考価格：2,000円／1kg
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コムさんちの野菜

アスパラ

時期：6月下旬～7月上旬
参考価格：1,500円／10kg

ha

穫っ
て
うちの 、泊まっ
て、
農
感じ 産 物の 魅 食 べて、
てくだ
力
さい！ を
時期：
７月中旬～10月初旬
価格：150円〜／1本
時期に応じて、
「わくわ
くコーン」
「ゴールドラ
ッシュ」
「おおもの」
「ホ
ワイトレディー」
「サニ
ーショコラ」の５品種
を栽培。

タマネギ

ぜひ

コムさんちの 主 な 野 菜

北穂高にあるトウモロコシ畑。
周囲は田園地帯が広がる

お取り寄せ案内

グの仕事をしていましたが、平

は外資系の企業でマーケティン

す」
。そう語る降旗さんは、以前

ナチュベリーズのコンセプトで

いしい〟〝美しい〟
、この３つが

いました。「
〝安心・安全〟〝お

たばかりのミニトマトが待って

には宝石のように輝く収穫され

農園のハウスを訪れると、そこ

あるナチュベリーズ安曇野自然

８月中旬、穂高の耳塚地区に

安心・安全、おいしい、美しい
安曇野らしい有機農業を

フルーツのような甘さです。

ミニトマトの糖度は ～ 度。

ですよ」
。そんな土から生まれた

い、肥えた土に変えていったん

どの有機物や天然鉱物などを使

断を行い、自家製ぼかし肥料な

変だったのは土づくり。土壌診

組み立てたそうです。「最も大

譲り受けたものをすべて自分で

ばかり。現在 棟あるハウスは、

を始めるも、最初は大変なこと

故郷の安曇野市に戻って農業

フルーツのようなミニトマト

改良された土から生まれる

成 年に脱サラした後、農業大

たんです。でも、〝安曇野〟と

有機農業は教えてもらえなかっ

した。
「実は、学校や研修先では

学校や里親研修を経て独立しま

で働いていたとき、職場の近くに

やりたかったことなんです。東京

たいという降旗さん。
「最初から

今後は観光農園もやっていき

場であり、家族団らんの場でし

たし、子ども頃は田んぼが遊び
農産物のお店を立ち上げた経験

提供できたらと思っています」
。

た。農業を通じて、人に癒しを

あった公園の緑に癒されていまし

があったので、〝やるなら有機

10
11

ナチュベリーズ安曇野自然農園
降旗 文郎さん

だ〟という想いがありました」
。

natuberrys@gmail.com

培のミ
ニ
安曇 野 トマトを 通じ
て
ブランド
発 信し
ていきま を
す！

いうブランドは有機農業との親

13

農園ではパートさんと研修生の
ふたりが働く。収穫の際は、ひ
とつずつ丁寧に磨いていく

HP：http //natuberries-shop.com/

安曇野市出身。東京で働いていた際、都市
生活者が農業や自然に癒しを求めているこ
とを感じ、
「自分がその架け橋になりたい」
と脱サラ。農業大学校やミニトマト農家で
の里親研修を経て平成24年に就農した。今
後は、法人化や6次産業化を見据える。
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価格：300円／150g 、
バラ 1,800円／kg
安曇野産有機 JAS 認定のミ
ニトマト。品種は、さくらん
ぼのようなジューシーな甘
味がある「ラブリーさくら」
と、シャキシャキしてスナッ
ク菓子のように食べられる
「純あま」の２種類。
価格：800円／
180ml１本、4,200円／
180ml５本入りギフト
セット
生食用有機ミニトマト
のみでつくった無添加
トマトジュース。食塩、
砂糖類、水などは一切不使用。加工も、熟練の職人による
手作り感覚に近い丁寧な仕事で作り上げた逸品。

7

ナチュベリーズ安曇野自然農園

有機ミニトマト
プレミアムトマト
ジュース SAKURA

有機栽
和性が高いですし、仕事で有機

22

土壌診断によってミネラルバランスを整え、
自家製ぼかし肥料や竹粉、牛糞完熟堆肥、
緑肥など、多様な有機物を鋤き込んだ土壌
から、健康で美味しいミニトマトが育つ

お取り寄せ案内

降旗さんちのミニトマト

降 旗 さんちの 主 なミニトマト 商 品

ナチュベリーズ
安曇野自然農園

津村農園

循環型の農業で

で〝農のある暮らし〟を営む津

取りを見せてくれたのは、三郷

の間で、そんな微笑ましいやり

伺った際、漫画を読む娘さんと

父ちゃんが一番偉い」
。取材に

「そんなのどっちも偉くない！

ジンってどっちがエライの？」

「ダイトウリョウとソウリダイ

ば」
。他にも、トマトソースの原

して、中山間地で栽培が広がれ

で、獣害にあわない換金作物と

あるんです。猿も鹿も食べないの

ゴマ油は健康食品として需要が

現在の生産量はごくわずか。
「エ

から食されていたものでしたが、

す。エゴマは日本では縄文時代

るのが、無農薬栽培のエゴマで

そんな津村さんが栽培してい

の松村さんに勧められ、安曇野

の友人である、おぐらやま農場

を終えて帰国した際、以前から

たアフリカ・ザンビアでの任期

年海外協力隊として赴任してい

したんです。農業をやるのでは

そのために保健所の許可も取得

精肉・冷凍して販売しています。

「アイガモは、役目が終わったら

には酒蔵で酒造りを行います。

ガモ農法でつくる酒米のほか、冬

用有機トマトや、無農薬のアイ
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〝農のある暮らし〟を楽しむ

村孝夫さんです。香川県出身の

の地を選びました。「水や交通

Z&X0263-77-2507

青年海外協力隊の任期を終え
友人の勧めで安曇野へ

津村さんが安曇野へ移り住んで

の便が良いというのはあります

なく、
〝農のある暮らし〟を楽し

料として契約栽培している加工

が、無農薬や有機農業に取り組

魅力を伝えていけたら」
。

んでいます。こうした暮らしの

きたのは、平成 年のこと。青

む、志の高い農業者がいること

津村農園

津村 孝夫さん

津村農園

香川県出身。三重県の農業法
人で９年間過ごしたのち、青
年海外協力隊員としてアフリ
カ・ザンビアへ。帰国後、安
曇野に移住。現在は、合計2ha
ほどの圃場でエゴマや酒米、
加工用トマトのほか、小麦、
大麦、大豆を栽培。
エゴマやアイガモ正肉のほかにも、
トマトピューレやうどん、麦茶や大
豆などの商品も販売している

katatsumura@7.dion.ne.jp

津村さんちのエゴマ

例えば
こんな料理に

エゴマ油

価格：2,000円／120㎖
無農薬で栽培したエゴマ
を使った食用油。サラサ
ラしていて、サラダに使
うと絶品。

安曇 野・
三 郷の
山裾で
農のあ
、
る暮ら
しを
楽しん
で いま
す。
も魅力的でした」
。
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アイガモ正肉

価格：2,500円／1羽分（半身分x2パック）
、
1,250円／半身分（1パック）
合鴨農法で飼育した鴨の肉。自家精肉所
で、ムネ・モモ・ササミの1羽分を冷凍パッ
クにして発送。
モモ肉のステーキ

自宅では農業研修生やウーファーの受
け入れのほか、和食の料理人である
奥さんの腕を活かした農家レストラン
「かわきた」の営業も行っている

お取り寄せ案内

津 村 さんちの 主 な 商 品
ムネ肉の治部煮

果物

信州安曇野まるしぇ

カタログ Book

美味しい
安曇野

column
安曇野市ミニ講座①

あづみ農
Twitter

ゆるキャラ編

安曇野市の特産品「りんご」
「そば」
「米」
「わさび」
、
Twitter で
活動の様子が見られるよ！

そして、すべての源である「水」から生まれた妖精たちが、
安曇野の農産物の魅力を PRしています。

「新芽」と「水」の妖精

fruit

みずん

「りんご」の妖精

出没する時期／いつか、どこかで。

「米」の妖精

あぷふーる

出没する時期／
サンつがる：８月下旬〜９月中旬
りんご三兄弟：10 月上旬〜下旬
（シナノスイート・シナノゴールド・秋映）
サンふじ：11 月上旬〜 12 月下旬
身長／りんごの木の半分くらい

らいすん

体重／りんご 70 玉くらい
特技／丸かじり

出没する時期／９月下旬より新米販売
身長／収穫前の稲丈くらい
体重／米半俵くらい
特技／相手に合わせながら、主張する

あづみの

「そば」の妖精

収穫の時期が近づくと、安曇

野では山麓の果樹畑から甘い香

りが漂い、鼻をくすぐります。

差、豊富な日照時間によって、美

水はけの良い土壌、昼夜の寒暖

味しい安曇野の果物が育ちます。

15

そばっぴ

出没する時期／
そばの花：夏そば ７月上旬〜中旬
秋そば ９月中旬〜下旬
身長／そばの丈くらい
体重／そば 170 玉くらい
特技／三角形を作る、描く

「わさび」の妖精

わさっぴ

出没する時期／
わさびの花：２月中旬〜４月中旬
わさびの芋：通年
身長／３年もののわさびくらい
体重／わさびの芋 100 本くらい
特技／控えめに主張できる
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アメリカの農業研修を経て
経営を行うファーマーに
「農業を選ばれる職業にした

時期：12月〜５月頃まで（無くなり次第終了）

という姿勢。モモ農家という考
えではなく、ビジネスのひとつと
してモモを作っているんです」
。

独立して５年目

帰国後は、同じ国際農業者交流

同じ価値観を持つ奥さんと結婚

心とした栽培を行っている〝ファ

協会の先輩農家である安曇野ファ

が広がる三郷地区で、果樹を中

い！」そう語るのは、リンゴ畑

ーマー〟の福嶋さん。生き物が

って５年目を迎えます。苗木から

独立。今年で〝ファーマー〟とな

う職業を選んだのは、アメリカ

スタートしたリンゴは、今では借

ミリー農産で３年間働いたのち、

での農業研修がきっかけでした。

り受けた畑なども合わせ１ ２.

好きで、学生時代は理学部にい

「ポスターに惹かれて応募し

を管理。ナシやモモ、クリ、エダ

１年半に及ぶ研修で、アメリカ

史を持つ国際農業者交流協会。

の農地で栽培を行っています。

など、リンゴと合わせて３ ほど

マメ、トウモロコシ、サツマイモ

直に学んだそうです。
「研修先で

（＝ファーマー）だということを

き方に魅力を感じた」という奥

庭を両立できる、農業という生

今年の３月には、「仕事と家

でマーケティングの仕事をして

さんと結婚。首都圏の食品会社

いた奥さんと二人三脚で、〝フ

が、
〝家族や従業員の生活を守る
事が第一。他に収益のあがる作

ァーマー〟を実践しています。

はモモなどを栽培していました

物があれば、モモの樹を切って作

信州安曇野
フレンドファーム

信州安曇野フレンドファーム

時期：10月〜４月頃まで（無くなり次第終了）
参考価格：400円／kg〜

信州安曇野フレンドファーム
福嶋 宏史さん
1.2ha のリンゴ畑のうち、40a はピ
ンクレディーという品種。
「オース
トラリア原産で、会員しか栽培で
きない希少な品種です」

お取り寄せ案内

福嶋さんちの果物

リンゴ
豊水、南水
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たという福嶋さんが、農業とい

た」というのは、 年以上の歴

の農家は職人ではなく、経営者

ha

参考価格：500円／kg〜

梨

時期：９月中旬〜12月頃まで（無くなり次第
終了）
参考価格：500円／kg〜

アメリ
カ
安曇 のファー
野で
実 践 マーに 憧
して
います れ 、
！
目を切り替えるのも厭わない〟

https://poke-m.com/

ha

「選ばれる職業にしたい」と農業の未来
も見据える福嶋さん。
「組織化は必要だ
けれども、果樹栽培ではサラリーマン
農家は難しい。フランチャイズなど、
新たな形を考えているところです」

ポケットマルシェ：

60

ピンクレディー

サツマイモ

シルクスイート、紅はるか、鳴門金時、紅きらら、
ハロウィンスイート等

札幌市で生まれ、埼玉県で育ち、中学３年生か
らは松本市に。生き物が好きで、大学では理学
部で学んでいましたが、自分で育てることので
きる農作物への興味から、大学院では農学部
に。そして、アメリカの農業研修に参加したこ
とがきかっけで、ファーマーの道へと進む。

producers/7942

福 嶋 さんちの 主 な 商 品
※詳細はポケットマルシェにて

リンゴ
を通
ぜひ
じて
地
、
触れ 域の魅 力
てくだ
に
さい！

古 田 さんちの 主 なリンゴ 商 品

※価格は全て現在の参考価格

りんごオーナー

りんごジュース（各品種あり） りんご
価格：700円（1000ml）、
200円（180ml）

時期：9月～12月
参考価格：2,000〜3,500円／5kg
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もっと地域に入り込みたくて

リンゴ農家に

７月 日、三郷地区に広がる

リンゴ畑の一画に大勢の人が集

まり、今年で２回目となる「弐

七祭」が開かれました。みなさ

ん、シードルやビールを片手に

ＢＢＱを楽しんでいます。主催

27

者は弐七農園の古田さん夫妻。

お互いの誕生日である「 」を

農園の名前にし、７月には〝り

んごオーナー〟さんや地元の人

たちを集めてのＢＢＱ大会を開

弐七農園

古田 然さん
大学でヒンディー語を学び休学してインド
へ。それまで国際協力の仕事に興味があった
が、自分の住む村のために働く人の姿を見て
志望が変わり、
「自分の地元に関わる仕事が
したい」と JA に就職。平成26年に就農し、
リンゴ農家での研修を経て平成29年に独立。

弐七農園 （にいななのうえん）

古田さんちのリンゴ

域を支えるものという考えがあ

年間インドの農村で働いたとき

ったから。大学を休学して、１

に、それを実感しました」
。

地域に入って気づかされた

地元の〝若い衆〟の魅力

当初は「自分が面白くしてや

ろう！」と思っていたそうです

が、地域に入り込むにつれ、自

分より熱くて面白い〝若い衆〟

が大勢いることに気づかされま

した。「弐七祭」の根底にも、

そうした地元の〝若い衆〟や都

弐七農園

会の人が集まる場をつくること

で、地域の魅力を伝えたいとい

う想いがあるのです。

「農業はクリエイティブな仕

事」という古田さん。地域の人

と交流していると、様々なアイ

デアが生まれてくるそうです。

「いろいろな価値観を持った仲間

と共存できて楽しめるのも、農

業の魅力だと思います」
。

お取り寄せ案内

催しているのです。

そんな古田さんが就農したの

は、平成 年のこと。以前はＪ

Ａグループで働いていましたが、

広報の仕事を通じて魅力的な農

身も地域の中に入り込んだ生き

家さんと出会うなかで、自分自

方がしたいという想いが募り、

リンゴ農家への道を選びました。

「ＪＡに就職したのも、農業が地

26

参考価格：
シナノスイート12,000円（最
低保証個数80個／１本）
、
サンふじ25,000円（最低保
証個数150個／１本）
１シーズン、リンゴの木まる
ごと１本のオーナーになる
制度。園主が世話したリン
ゴの木を、秋に来園して収穫できる。また、木やリンゴの成長の様
子がメールで届くサービスも好評

「栽培をやめてしまうリンゴ畑をで
きるだけ受け入れられるよう、まず
は信頼される、しっかりとした農業
経営を目指します！」

appleturtle27@gmail.com
ブログ：「りんご屋さん弐七農園」
http://appleturtle27.naganoblog.jp/

現在は1.2ha の畑を管理。今後、農地
を広げていく予定。理由も「休耕地
が増えて、地域が回っていかないか
ら」と古田さんらしい

商品案内のメールマガジンを配信ご希望の
方は、メールにてご連絡ください。
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18

時期：11月中旬〜	
翌年3月頃
価格：1,600 円 ／3kg 箱
（約15玉）

くだもの100%
ジュース

シナノゴールド

感動したんです」
。安曇野でリン

「安曇野のリンゴの美味しさに

ぶりに畑に行って愕然としまし

「ふたり目の出産を終えて久し

行錯誤の連続だったといいます。

しかし、今日に至るまでは試

結果としての減農薬・減肥料

ゴ農家となったきっかけをそう

た。葉は落ちているし、実は小

作物を元気に育てるための

話してくれたのは、三郷の小倉

さいし。これからの生活を考え

その美味しさに感動を覚え

地区、室山の麓で果樹栽培を行

て、目の前が真っ暗になりまし

安曇野のリンゴ農家に

う、おぐらやま農場の松村暁生

そんななかで、肥料や農薬を

さんです。各地の牧場を転々と

減らすことを目的とした農業は

れたリンゴだったこともあり、

らっていたのが減農薬で栽培さ

ンゴの虜になっていました」
。も

く頃には、すっかり安曇野のリ

千秋、紅玉……、ふじをいただ

が美味しくて。つがるに始まり

の農家さんからもらったリンゴ

地下水を守ることにもつながる

済むんです」
。それは、安曇野の

的に農薬や肥料は必要最小限で

に育つかを考えていけば、結果

と。どうやったらリンゴが元気

した美味しいリンゴをつくるこ

うです。「目的は、自分が感動

自分のエゴだったと気付いたそ

Z&X 0263-77-7668

チッソ肥料を使用しない無施肥栽培
で育てた、酸化しにくい美味しいリ
ンゴ。農薬は通常の２割程度。
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各地の牧場を回りながら酪農の仕事を覚え、27歳
の時、北海道別海の牧場で奥さんの輝美さんと出
会い、結婚。29歳の時に安曇野の牧場に来たのが
縁で、ここで農場を拓くこと決意。以来、肥料や
農薬に頼らない農業に取り組んでいる。

21

松村 暁生さん
info@ogurayamashop.com

た」とは奥さんの輝美さん。

松村さんが、安曇野を訪れたの

松村さんも「肥料や農薬に頼ら

といいます。
「安曇野の自然環境

おぐらやま農場

おぐらやま農場
労働の代わりに宿泊場所と食事
を提供する wwoof（ウーフ）に
登録。年間70〜80人程度のウー
ファーを受け入れている

HP：http://www.ogurayamashop.com

、
がら
しな
す！
対話
ま
と
い
の樹
てて
リンゴ ンゴを育
リ
な
元気
時期：10月下旬〜	
翌年3月頃
価格：1,600 円 ／3kg 箱
（約15玉）

価格：2,600円／
1ℓ３本入り
チッソ肥料を使用
しない無施肥栽培
のリンゴをベース
にした100% ジュー
ス。りんご・人参り
ん ご・桃 り ん ご の
３種類。

しながら酪農の仕事をしていた

は平成 年のこと。「知り合い

ない農業をやろう」と決意して

を守りつつ、美味しいリンゴを
お届けしたいと思っています」
。

農業を始めました。

植物ホルモンの働きに着目し、
上に伸びた枝を残す方法を実践。
「常識とは真逆ですが、リンゴ
が元気に育つんです」

お取り寄せ案内
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おぐらやま農場

ふじりんご

松村さんちのリンゴ

松 村 さんちの 主 なリンゴ 商 品

米山農園

旬のブドウ

リンゴジュース

時期：8月中旬～9月中旬
参考価格：1,000円／kg〜
ナイアガラを中心にナガノパープル、
シャインマスカットなどを栽培。

価格：700円／720㎖
米山さんが甘味３兄弟・酸味３兄弟と名
付けた６種類のリンゴをブレンドし、す
っきりとした味わいに仕上げた。

旬のリンゴ

旬のプルーン

時期：8月中旬～3月上旬
参考価格：700円／kg〜（贈答品）
リンゴ栽培の適地・安曇野で育った早生～晩
生種まで様々な品種を、旬の時期にお届け。

時期：8月上旬～9月下旬
参考価格：700円／kg〜
早生～晩生種まで、様々な品種の中か
ら６種類をピックアップ。

美

リンゴ畑の中を走る三郷小倉

んでいた奥さんのお父さんの死が

農家となったのは、リンゴ園を営

愛知県出身の米山さんがリンゴ

仲間たちと産地を守る

地区の室町街道を上っていくと、

義父の跡を継ぎリンゴ農家に

元陸上自衛官の米山竜也さんが

きっかけでした。
「亡くなる前に

元自衛官の仕事ぶりが伝わる
整えられた美しい農園

営む米山農園があります。農園

〝娘と家族を頼みます〟と言葉を

ると思ったんです」
。その後は、

に着くと、そこには寸暇を惜し

２年間の里親研修を経て独立。

が固まりました。安曇野には妻

なコントラストからは、米山さ

独立後は、研修で出会った仲間

もらったことで、跡を継ぐ意思

んの丁寧な仕事ぶりがうかがえ

など、周りのサポートが心強か

んで作業に勤しむ米山さんの姿

ます。「
〝いつだれが来ても、園

ったといいます。これからは新規

がありました。まず驚いたこと

地がきれいであること〟を心掛

就農者と昔からの農家とのパイ

との交際期間中、何度も訪れた

けているんです。実は今、病害

プ役になりたいという米山さん。

は、その整然とした農園の美し

虫調査の試験圃場になっている

「作物を育てながら、人も育てて

し、農業を通じて人の役に立て

んですが、うちの畑からはほと

ことがあって気に入っていました

んど虫が捕れなくて。園地をき

いきたい。そして、この産地を守

さ。除草した木の下の茶色と、

れいにしておけば、農薬に頼ら

っていけたらと思っています」
。

短く刈った通路の芝とのきれい

なくても栽培ができるんです」
。

お取り寄せ案内

今後は研修生を受け入れる里親農家
にもなりたいという米山さん。
「産地
を守るには、後継者づくりが重要。
自分も周りの方や仲間に助けられた
ので、その恩返しができたら」

米山農園

米山 竜也さん

米山農園
yoneyama-farm@ae.auone-net.jp

実家は大工の家系。農園のそば
に立つ米山さんの家には、リン
ゴの家紋がついている

Z&X0263-75-9055
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米山さんちの果物

米 山 さんちの 主 な 果 物

愛知県出身。
「人の役に立ちたい」との想
いから、陸上自衛官となる。食堂と農園を
経営していた義父の死により、義兄が食堂
を継いだことから、農園を継ぐため就農を
決意。平成22年に移住し、２年間の里親研
修を経て６年前に独立。現在は4.6ha の圃場
で、リンゴをメインにブドウやプルーン、
クリや野菜などを栽培している。
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Le Milieu

ワインバレー特区認定を契機に

町市・池田町・安曇野市の一帯
が「北アルプス・安曇野ワイン

社を立ち上げました。

のを契機に、平成 年３月に会

バレー特区」として認められた
」と は、フ ラ ン
「 Le Milieu

ふたりでワイナリーを設立

ス語で「真ん中」という意味。
「ワインを自分たちの人生の真
ん中に、そしてみなさんの食卓

地域特性にあったブドウ栽培

た塩瀬さんと、「海外とも競え

と市内のワイナリーで働いてい

「ワインは観光資源になる」

前です。

さん、ふたりのワイナリーの名

めて名付けた、塩瀬さんと斎藤

地を再生した明科地区天王原を

品種も栽培しています。荒廃農

ツトラミネールといった珍しい

のほか、ピノ・グリやゲヴェル

ヴィニヨン、カベルネ・フラン

ネやメルロー、カベルネ・ソー

栽培しているのは、シャルド

地域に根ざしたワインづくり

るワインをつくりたい」とソム

理。低農薬や収量を減らしての

メインに、約１ ５.

の真ん中に」
。そんな願いを込

リエを経て須坂市のワイナリー

の畑を管
で働いていた斎藤さんが出会っ
たのは 年前のこと。長野県で

ていた頃。意気投合し、いつか

小さなワイナリーが生まれ始め

立ち上がり、新規就農者による

は「信州ワインバレー構想」が

ていきたいです」
。

た継続性のあるワイナリーにし

う、 Le Milieu
を地域に根ざし

かはみなさんに恩返しできるよ

したい」と語るふたり。「いつ

えてくれる地域の人たちに感謝

栽培にも取り組んでいます。
「支

は自分たちのワインをつくりた

塩瀬 豪さん（右）

小諸市出身。沖縄でダイビングのインスト
ラクターをしていた経験から、地域資源を
活かした観光に興味を持つ。長野県ではワ
インが観光資源になると考え、９年間のワ
イナリー勤務を経て独立。

Le Milieu の事務所兼醸造所。ブド
ウ畑がある天王原のすぐ近くにある

お取り寄せ案内

Le Milieu
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安曇野市出身。ソムリエの資格を得て飲食
店で働いていた際、信州産のワインを味わ
い「これなら海外ワインとも競える」と確
信し、造り手へ転身。須坂市や安曇野市の
ワイナリー勤務を経て独立。

25

30

ha

現在、醸造免許を取得中。こだ
わりの方法で栽培したブドウか
らつくるしっかりした味わいの
ワインや、手頃な価格帯のもの
など、小ロットで様々なワイン
を醸造していく予定。
明科地区の天王原は、荒廃農地を再生した地域。安曇野を一望
できるこの地域は、日照時間が長くブドウ栽培に適している

海外とも競えるワインを目指し、
ふたりで小さなワイナリーを
立ち上げました！
いとの志を抱いたふたりは、大

2

斎藤 翔さん（左）
現在は低農薬でのブドウ栽培に
取り組む。
「ゆくゆくは無農薬に
していきたい」と語る

Le Milieu
go.shiose.wine@gmail.com

塩瀬さんと斎藤さんちのワイン

塩 瀬 さん・斎 藤 さんちの 主 なワイン

醸造中

Le Milieu

米・
蕎麦

信州安曇野まるしぇ

カタログ Book

美味しい
安曇野

column
安曇野市ミニ講座②

歴 史・文 化 編

深い歴史と豊かな文化に育まれた安曇野市。
この地域に大きな影響を与えた５人の偉人を通して、
安曇野の歴史・文化をご紹介します。

文化

代表作の
「女」
「 北条虎吉像」
は、
重要文化財に指定

oba
S
e
c
i
R

臼井 吉見 うすい よしみ

（1905～1987年）

荻原 碌山 おぎわら ろくざん

（1879～1910年）

近代彫刻の先駆者。穂高矢原に生まれ、井口喜源治や相馬愛
蔵・黒光の感化を強く受け、パリでロダンの「考える人」と出
合い彫刻の道へ。
「女」
「北条虎吉像」等多数の作品が文展で入
賞を果たしています。

文芸評論家。親友古田晁の興した筑摩書房の
経営を助けました。筑摩書房「展望」の初代
編集長に就任し、多くの作家や評論家を世に
輩出。自らも『安曇野』を出版し、
「安曇野」
の名を普及させるきっかけをつくりました。

熊井 啓 くまい けい

（1930～2007年）

社会派の映画監督。1964年に監督デビューし、翌
年、
「日本列島」が日本映画協会新人賞を受賞。
『千
利休 本覚坊遺文』でヴェネツィア国際映画祭銀獅
子賞を受賞し、2001年には松本サリン事件を描いた
『日本の黒い夏─冤罪』を発表しました。

比羅夫の命日に行われる
穂高神社のお船祭り

多田加（嘉）助 ただ かすけ

（1686 ～ 1686 年）

秋が近づくと、安曇野では黄

金色に輝く水田と白い花が咲き

誇る蕎麦畑を、一緒に楽しむこ

とができます。「堰」がもたら

す豊富な水や昼夜の寒暖差によ

って、美味しい安曇野のお米と

蕎麦が育ちます。
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1686 年、4,000 人の民衆とともに年貢の引き下げなどを訴
えた貞享騒動を指揮。強訴の罪で捕縛され、磔刑に処され
ました。1992 年、この騒動を顕彰して貞享義民記念館が
開館しました。

安曇（阿曇）比羅夫 あづみのひらふ

（??? ～ 663 年？）

663 年、大和朝廷が唐・新羅の連合軍と戦った際、大将として朝鮮半
島に渡り、戦ったとされる安曇（阿曇）族の英雄。安曇（阿曇）族は、
北九州（現在の福岡市東区）に本拠地を置き、海上交通や漁労に長
けていた氏族で、中国との交易も行っていたといわれています。
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歴史

信州安曇野の有機栽培米

価格：1,520円／2kg、3,780円／5kg
国の有機 JAS 認定の無化学・無肥料
の有機栽培でつくったコシヒカリ。

価格：1,080円／300g（２人前・汁付き）
細井さんが経営する農家レストラン「信州坊主ほ
のか」でも人気のそば。自家栽培・自家製麺、無
添加・無化学調味料の汁も自家製造。

環境を守る、美味しい米をつくる
〝米職人〟のこだわり
「こだわってつくった米だから、
きちんと評価してもらいたいと思

味しいものをつくること。そこに

じて環境を守ること。そして、美

こだわっていこうと決めました」
。

味で勝負したい！

お米を自分で売ろうとしたもの

販路拡大の決め手はコンテスト

するようになった経緯をそう話し

の、最初は成果が出なかったそう

って」
。お米のコンテストに出品

てくれたのは、南穂高で米やそば

自信はあったんですが、ダメでし

初は言われたことをするので手一

て本格的に農業を始めました。
「最

たかったんです。だから、コンテ

名度や成分ではなく、味で勝負し

ンテストに出ることでした。
「知

そこで細井さんが選んだのが、コ

mb.infoweb.ne.jp

です。
「営業の仕事をしていたので

た。当時は〝新潟〟
〝魚沼〟とい

杯でしたが、３年目頃から周りが

ストも審査員が実際に食べて評価

fwne4052@

を栽培する細井正博さんです。ま

すが、以前は営業職のサラリーマ

は太刀打ちできなかったんです」
。

ったブランドが強くて、長野の米

見えるようになってきて。子ども

してくれるものを選びました」
。

HP：http //honoka.naganoblog.jp/

さに〝米職人〟といった顔つきで

うになり、 年ほど前に脱サラし

ン。奥さんの家で農業を手伝うよ

の頃、田んぼで見たような生きも

〝お米の４大コンテスト〟といわ
れる大会にはすべて出品し、細井

たんです」
。そこから独学で勉強
し、有機栽培や減農薬栽培でいこ

さんのお米は、そのすべてで上位

のがいないことに、違和感を覚え

うと決意したそうです。
「単に作

入賞を果たしています。

28
29

松本市出身。営業職のサラリーマンをしながら
奥さんの家の農業を手伝ううち、本格的に農業
をしていこうと決意。現在は８ha の圃場でお米
やそばを栽培。長野県有機農業推進アドバイザ
ーでもあり、有機農業の指導もしている。2009
年からは、そばとおにぎりのお店「信州坊主ほ
のか」をオープン。農業をするかたわら、自ら
厨房に立ち、そばを打つ。
食味重視の肥料を抑え、生き物も育む自
然環境を創りだす栽培。一部の圃場では
有機肥料も施さない自然栽培にも取り組
んでいる

細井ファーム
細井 正博さん

細井ファーム

細井ファーム

価格：1,080円／2kg、2,700円／5kg
有機栽培技術を生かした高レベルの
特別栽培のコシヒカリ。

農家の生そば

す！
信がありま さい。
味には自
だ
く
て
み
、食べて
ぜひ一度
物をつくるのではなく、農業を通

信州坊主ほのか

3 長野県安曇野市豊科高家 781-3
（高家グランド北）
Z0263-72-6970 0 11時 30 分～ 14時
※売り切れ次第終了 1 月・火曜

お取り寄せ案内
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細井さんちのお米

細 井 さんちの 主 な 商 品

信州安曇野の特別栽培米

あづみのうか浅川

浅川さんちのお米

使命を感じた震災の経験

思ったからです。結局、震災か

して、安心してもらうことだと

３名の正社員と 名ほどのパー

現在、あづみのうか浅川では

トが働いています。
「農作業の担

想いから、収穫祭や初夏の田ん

ら半月で１０００件以上の注文

〝食〟を支えることの大切さ

ぼギャラリーなどのイベントで

現してほしいんです」
。そうした
でいくこと」も自分の使命だと

は、スタッフがそれぞれの得意

い手としてだけでなく、夢を実

しました」
。普段、明るい笑顔を

堀地区は、２００年前にできた

いいます。圃場がある堀金の下

「安曇野の田園風景を受け継い

絶やさない浅川拓郎さん。そん

分野を生かして運営にあたって

が入ったと思います」
。

な浅川さんが真剣な表情で語っ

拾ケ堰の恩恵を受けて、水田が

います。
「お客さんには、イベン

「お米を安定して供給すること

てくれたのは、東日本大震災の

広がった地域なのです。
「水が乏

トを通じて農業に関心を持って

が、農家としての使命だと痛感

ときのエピソードでした。
「当時

もらい、価値を感じてお米を食
べてもらえたらうれしいです。お

たちが水を引いてくれたおかげ
で、今のような田園地帯が生ま

守る一員になってもらえたら」
。

米を食べることで、田園風景を

しかったこの地域に、ご先祖様

れました。建設に携わった、の

夜同然で精米し、発送していま
した。被災した人たちに何がで

べ６万人の先輩方に感謝です」
。

は注文が殺到して、３日間は徹

きるかを考えたら、それは１日

価格：594円
玄米粉を使用したグルテンフリ
ーのパンケーキミックス。
価格：398円
「浅川さんちのお米」を使った、
おかきやせんべい。

玄米パンケーキミックス
せんべい各種

平成28年竣工のライスセンター。
地域の憩いの場になってほしい
との想いから、ここでイベント
なども開催している

30
31

400年続く農家の末っ子として生まれる。子ども頃から農業
に興味をもち、平成18年に14代目として就農。平成27年に
法人化し、代表を務める。平成29年からはトヨタ「カイゼ
ン方式」を導入。平成30年３月には JGAP の認証も受けた。
「安曇野 .come」にも所属。

でも１秒でも早くお米をお届け

あづみのうか浅川

価格：2,700円／5kg、
1,080円／２kg
米ヌカを主体にした
有 機 質 肥 料 を 90～
100% 使用し、農薬は
地域基準の50％以下
の使用に抑えた特別
栽培米。

HP：http://www.
asakawanokome.com

浅 川 さんちの 主 な お 米 商 品
浅川さんちのお米 コシヒカリ

お米は20ha の圃場で栽培。通常30cm
間隔のところを、陽当たりと風通し
を良くするため、33cm 間隔で植える

お取り寄せ案内

あづみのうか浅川
淺川 拓郎さん

10

田園風景を守る、食を支える。
そんな想いで
米づくりをしています。

そば粉
価格：400円／kg
減農薬、有機質肥料中
心の肥料設計により、
疎植栽培で育てたコシ
ヒカリ。適度な粘りと
甘みのバランスが良好
なお米。

価格：1,250円／kg
農薬無使用、緑肥活用で育
てた上質の玄そばを石臼で
製粉。独自の製粉工程で、
胚芽がたっぷりの風味豊か。
独特の風味と舌触りが特徴。

常念岳に抱かれた農家の想い

荒廃農地をなんとかしたい

安曇野市のシンボル・北アル
プス常念岳を間近に望む穂高の
久保田地区、ここに幅谷さんの
主な圃場があります。「常念岳
の麓で農業をしていきたい。そ
んな想いを込めて〝 Farm
常念〟
という社名にしました」
。それま
では兼業農家だった幅谷さんで
すが、地域に増えつつある荒廃
農地をなんとかしたいと思い、
平成 年に会社を設立し、本格
的に農業をやっていくことを決
めました。「仕事でヨーロッパ
にいたこともあったけど、あち
らでは農業があることで、地域
の美しい風景と環境が守られて
いる。ヨーロッパに負けないく
らい美しい安曇野の良さを、農

知られていない安曇野の魅力を
農業を通じて発信
そんな幅谷さんが栽培してい

栽培に取り組んでおり、通常は

るのは、お米とそば。お米は疎植

一坪あたり 株植えるところを、

まだ知られていない良さがたくさ

ようと思って。安曇野には、まだ

派な長屋門のある旧家を活用し

宿を始めようと思っています。立

ある古民家を改装して、農家民

きたいという幅谷さん。
「近所に

ーンツーリズムにも取り組んでい

く予定です。そして、今後はグリ

「そばの剥き実」を商品化してい

玄そばを加工する機械を導入し

そばの栽培にも力を入れており、

く育つんです」
。また、最近では

に強く、品質が向上して美味し

す。
「減収にはなりますが、病気

株にまで減らして栽培していま

60

お
ら
く
は ば や

32
33

45

りになれればと思っています」
。

farm.jyonen@yf6.so-net.ne.jp

大学卒業後、大手電機メーカーに就職。その後、代々
続いた実家の農業を兼業ながら平成2年に引継ぐ。平
成26年に法人化し Farm 常念を立ち上げ現在に至る。

んあるので、自分が発信するひと

Farm 常念では、米は減農薬・有機質
肥料併用栽培、そばは農薬無使用・
有機質肥料活用栽培で行っている

Z&X0263-82-1126

安曇 野
の素 晴
らしさ
常念 岳
の 麓か を 、
ら
発 信し
ていきま
す。

倉夫さん

代表取締役 幅谷

（株）Farm 常念

業を通じ守っていくひとりにな
りたいと思ったんです」
。

昼夜の寒暖差が大きい安曇野は美味
しい米とそばの産地。幅谷さんの圃
場は標高650m に位置する

お取り寄せ案内
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常念
Farm

お米

幅谷さんちのそば・お米

幅 谷さんちの 主な商 品

Farm 常念

細田農産

「特選の粒」
価格：2,300円／5kg
信州生まれの新品種米「風さや
価格：2,800円／5kg
か」
。食感に優れ、口に含むとほ
大粒のみを厳選し、食感を追求した特別栽培のコ
のかな甘みとともに豊かな香り
シヒカリ。多様なミネラルを使い、農薬・化学肥料
が広がる。冷めても美味しく、
の使用を長野県基準の半分以下で栽培した品質に
様々な料理に合うお米。
こだわったお米。
安曇野産こしひかり

子ども時代の思い出が生んだ

「地域農業の受け皿として栽培
面積を拡大してきましたが、平

を始めたんです。鯉が泳ぐこと

を復活させようと思って鯉農法

を飼って食べていました。それ

が子どもの頃には、田んぼで鯉

お米「こいひかり」です。「私

のが、鯉が泳ぐ水田で栽培した

田國夫さん。なかでも特徴的な

心に米を栽培する細田農産の細

語るのは、三郷の明盛地区を中

種類の商品があるんです」
。そう

「うちはコシヒカリだけでも７

元宝塚女優の「風さやかさん」

か」をＨＰで販売したところ、

また、長野県の新品種「風さや

「献穀農家」にも選ばれました。

年には天皇陛下に米を献上する

した取り組みもあって、平成

入れられる工夫のひとつ。こう

使っているのも、消費者に受け

させた「自家製有機ぼかし」を

ＥＭ菌という土の善玉菌で発酵

かなければ〟と思ったんです」
。

の農家は、自分で米を売ってい

換点となりました。〝これから

成７年に施行された食糧法が転

で雑草が根付かなくなり、農薬

から電話がかかってきたそうで
す。「電話で〝私、風さやかで

毎年、風さやかさんが安曇野を

細田 直稔さん

細田農産

細田 國夫さん

國夫さんの長男。通販サイトの店長
も務める。
「安曇野 .come」にも所属。

34
代々続く米農家。平成15年に法
人化し、代表取締役を務める。

35

唯一無二の「鯉農法」

を一切使わなくて済みます」
。現
在は

の
 圃場で約１００㎏の
鯉が泳いでいます。

すが〟と言われた時には、たま
げました。お米が電話をしてき

訪れ、田植えや収穫を行う交流

たのかと思って」
。これが縁で、
こうした様々な商品が生まれ

が今も続いています。

早くから始めた直販の取り組み
消費者ニーズに合わせた生産法

てきたのは、細田農産が早くか

http //www.hosoda-nousan.co.jp/

20

細田農産

毎年、ファンとともに安曇野を訪れ
ている風さやかさん。田植えや稲刈
りなどの農業体験を行っている

HP：

。
くりたい
のをつ
も
の
二
唯一無
想 いで
そんな
ます 。
してい
培
栽
を
お米
ら直販に取り組んできたから。

EM 菌は、土壌を植物の生育に最適
な状態に土壌改良する有効な微生物
群の総称。細田農産では、ＥＭ菌で
発酵させた有機質肥料を使っている

お取り寄せ案内

価格：3,500円／5kg
有機肥料100%で作った、農薬を一
切使用していないコシヒカリ。独自
農法である「鯉農法」で丹念に栽
培した細田農産オリジナルの逸品。

安曇野産風さやか

50
a

細田さんちのお米

細 田 さんちの 主 な お 米
安曇野産こしひかり
「こいひかり」

細田農産

安曇野産コシヒカリ

価格：3,500円／10kg
安曇野の地にて、上高地から流れる冷たい清流の水
で、丹精込めてつくった美味しいお米。

価格：1,000円／2kg
安曇野の地にて、丹精込めてつくった長野県オリジナル米。

安曇野産風さやか

上高地からの水で米を栽培

れてくるこの清流の水を使い、米

すぐそばを流れ、上高地から流

は、豊科の真々部地区。梓川が

降籏治喜さんの圃場があるの

を植えるのではなく、水田に直接

た効率の良い栽培方法として、苗

を払っています」
。コストを考え

たね。いつも異音とか異臭に注意

に気をつけて扱うようになりまし

います。通年雇用している従業

代々続く米農家で、規模を拡大した
祖父から数えて３代目。安曇野の若
手米生産者グループ「安曇野 .come」
にも所属している。豊科の真々部地
区のほか、熊倉にも圃場があり、お
米だけでも43ha の栽培面積を誇る。
肥料などを播くための無人ヘリ
コプター。大規模な圃場でも、
効率良く散布することができる

るようになったといいます。
「機
械の使い方ひとつとっても、考え

を栽培しています。降籏さんは

積極的に取り入れています。
「時

種籾を播いていく「直播栽培」も

方が変わりました。壊れないよう

代々続く米農家で、先々代が大

先代から受け継いだ農地

きくした規模を、先代がさらに

期をずらせるので、適期収穫がで

員が６人いるので、お米と作業

とよしな旬彩市

36
37

きるようになりました」
。また、
オリジナル肥料を使用し、どんな

「子どもの頃から跡を継ぐつも

が重ならない作物を栽培して、

降籏 治喜さん

3長野県安曇野市豊科高家
5735-10 Z0263-72-0902
0９～17時 1火曜

拡大。現在はお米を中心に、大
豆や麦、そばを合わせ１２０

気候でも美味しいお米がつくれる

の圃場で栽培しています。そんな
なか、昨年、治喜さんの父である

よう工夫しています。

降籏さん。「ヒマワリやナタネ、

物にも挑戦していきたいという

今後は、穀物以外の色々な作

先代が亡くなり、大規模米農家
の経営を担うこととなりました。

従業員から経営者へ

りで農業をやっていたので」とい

年間を通じて安定して仕事を回

グラジオラスなど試行錯誤して

う降籏さん。就農した当初は一従

せていければと思っています」
。

これからの大規模米農家

年目頃からは経営者の視点で考え

業員として働いていましたが、５

大きな乾燥機が８台並ぶ、降籏さん
のライスセンター。低温でじっくり
乾燥させることにより、美味しいお
米に仕上がる

お取り寄せ案内

ha

米の
農 業 未 来を
経営
見
を行 据えた
って
、
いま
す。

降籏さんちのお米

降 籏 さんちの 主 な お 米

宮澤ファーム

上京して気づいた
安曇野の魅力、農業の魅力
「実は、農業を継ぐ気はなかっ
たんです」
。そう語るのは、三郷

会でも色々学べ、これからの米づ



くりを考えるようなりました」
。

コンテストでも認められた
宮澤ファームの食べて甘い米

野の良さ、農業の良さに気づか

が、東京で暮らすうちに、安曇

京して専門学校に通っていました

宮澤ファームの宮澤和芳さん。上

壱」など。小麦や大豆、そばな

が通常の１ ５.倍ある「いのちの

しい「夢ごこち」
、粒の大きさ

か、粘りがあって冷めても美味

シヒカリ」や「風さやか」のほ

の圃場でお米を栽培。品種は「コ

Z&X0263-77-2585
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39

現在、宮澤ファームでは

されたといいます。
「自分の住ん

ども栽培しています。科学的に

宮澤ファーム

安曇野市出身で、代々続く米農家の長男。
平成19年に就農。農業組合法人 宮澤ファ
ームの理事を務める。酒米も栽培してい
るが、お酒よりも甘いものが好きなスイ
ーツ男子。
「安曇野 .come」にも所属。
宮澤ファームのオリジナル袋に書か
れた「夢」は、よく見ると「み」
「や」
「ざ」
「わ」の文字からできている
（受付時間８～ 17 時 土・日、祝日は除く）

の明盛地区で代々続く米農家・

力に改めて気づき、安曇野に帰っ

分析して作ったオリジナル肥料

でいたところや実家の仕事の魅

て農業を継ぐ決意をしました」
。

食べて審査するコンテスト「お

を使用し、「食べて甘いのが特

米番付」にも入賞しました。
「新

子どもの頃から手伝いをして

とをやるので精一杯だったといい

潟のお米はもっちりしているの

徴」という宮澤ファームのお米

ます。そんななかで助けとなった

に対し、安曇野のお米はあっさ

は、お米マイスターらが実際に

のが、安曇野の若手米生産者グ

り。そんな土地の特徴を活かし

１、２年は「やれ」といわれるこ

」の存在で
.come

つつ、消費者が喜んでくれるお

いたそうですが、就農して最初の

した。
「父には聞きづらかったこ

米をつくっていきたいですね」
。

ループ「安曇野

きやすかったですし、毎月の勉強

宮澤ファーム
宮澤 和芳さん
HP：http //www.miyazawa-farm.jp/

“ 食べて甘い ” うちの米を
ぜひ味わってみてください！
とも、歳の近い先輩たちなら聞

大型トラクターを使っての代かき。
多くの圃場で作業するため、機械は
すべて大型のもの

お取り寄せ案内

宮 澤 さんちの 主 な お 米
いのちの壱

27
ha

宮澤さんちのお米

価格：2,200円／2kg
「いのちの壱」は米粒がコシヒカリの約1.5倍もあるといわれるほど
大きいのが特徴。強いインパクトが味わえるお米。
2,500円／5kg
「夢ごこち」は、食べてすぐに感じられる、とても粘りのある食味
品質。ボリューム感があり、しっとり粘り感が美味しいお米。

夢ごこち

価格：2,300円／5kg
こだわりの天然ミネラル肥料を使用し、冷めても味が変わらず美
味しいコシヒカリ。

コシヒカリ

北穂高米こしひかり

北穂米こしひかり
（普通栽培）：右
価格：2,000円／５kg、
820円／２kg

（特別栽培米）
価 格：2,400 円 ／ 白 米
５kg、1500円／３kg
化学肥料と農薬の使用
量が当地比の50％以下
で栽培された、減農薬・
減化学肥料の美味しい
お米。注文を受けてか
ら精米して発送する。
（普通栽培）
価格：1,850円／５kg、
750円／２kg

北穂高米風さやか

どこまでも広がる田園風景は、
北穂アグリへの信頼の証
見渡す限りの田園風景が広が

の信頼の証なのだと思います」
。

北穂アグリの米づくり

同じ水・土壌・生産者による

北穂アグリの事務所はあります。

〝安曇野らしい〟田園地帯の一画に

真夏でもエアコンいらず。そんな

ンゲの花を堆肥にする昔ながら

に基づくオリジナル肥料や、レ

きるため品質が安定。土壌診断

同じ生産者による米づくりがで

グリでは、同じ水系、同じ土壌、

農地が集約されている北穂ア

北穂アグリこと、安曇野北穂

り、涼しい風が吹き抜け室内は

高生産組合が誕生したのは今か

の農法など、こだわりの米づく

業に勤めていましたが、 歳のと

かる丸山秀子さんは、東京の企

６代目組合長として経営を預

りを行っています。

ら 年前。高瀬川と穂高川に挟
まれたこの地域は、稲作が難し

から行われた圃場整備事業によ

き父親に呼ばれて

い湿田地帯でしたが、昭和 年

り、良質な田園地帯が生まれま

ーカーを経て北穂アグリに就職

。
 農機メ

ほ
 どでしたが、しっかり管理

のが北穂アグリでした。
「最初は

稲作経営を目指して設立された

たからこそ、北穂高には愛着が

います。
「この土地で生まれ育っ

し、９年前から組合長を勤めて

今では１６５ の農地をお預か

してくれるという評判が広がり、

田園風景を、米づくりを通して

あります。この〝安曇野らしい〟

まとまっているというのは、地域

ちにはあると思っています」
。

守っていきたい。その責任が私た

40
41

26歳のとき、勤めていた東京の会社を辞め帰郷。
農機メーカーを経て北穂アグリ（当時は穂高町
農業生産組合）の事務員となる。平成11年に事
務局長、平成22年に6代目組合長に就任した。

、
を 通して
米 づくり しい ”
ら
野
。
“ 安曇
いきます
を守って
田園 風 景
械化一貫作業体系による近代的

26

帰
郷

昭和36年から９年間にわたって行われた圃
場整備で排水対策が行われたことにより、
良質な田園地帯となった北穂高地区

HP：http://www.kitahomai.jp

北穂アグリ（安曇野北穂高生産組合）
組合長 丸山 秀子さん

した。そんな北穂高で、大型機

36
りしています。それが４㎞以内に

ha

北穂アグリの事務所からは、どこまでも
広がる田園風景が一望できる。特等席に
座るのは、マスコット犬のナナちゃん。

お取り寄せ案内

50

20
ha

北穂アグリのお米

北 穂 ア グリの 主 な お 米

北穂アグリ

安曇野で

農

信州安曇野まるしぇ

カタログ Book

美味しい
安曇野

column
海外の姉妹

安曇野市ミニ講座③

都市

楽しむ

を

友好都市編

平成 17 年に豊科町・穂高町・三郷村・堀金村・明科町が
合併して生まれた安曇野市。

e
icultur

agr
y
o
j
n
E

オーストリア

クラムザッハ

旧町村時代からの交流を含め、
国内では 7 つのまちが友好都市となっています。

野ガラス工房の開
旧豊科町があづみ
パで唯一の国
ロッ
ヨー
り、
設にあた
を視察したことが
学校
専門
ラス
立ガ
が締
姉妹都市提携
縁で、平成５年に
。
した
れま
結さ

奈良県

埼玉県

三郷町
旧三郷村と同じ自治体名が
縁で交流が始まり、昭和61
年に友好都市提携が結ばれ
ました。読み方は「さんご
うちょう」
。信貴山、龍田大
社など貴重な文化財を持つ
歴史あるまちです。

三郷市
旧三郷村と同じ自治体名が
縁で交流が始まり、昭和59
年に友好都市提携が結ばれ
ました。 高次商業施設の建
設など新しい都市づくりを
進めており、自然環境と調
和したまちです。

東京都

武蔵野市
武蔵野市関係者が旧豊科町
出身だったことが縁で、昭
和62年に姉妹都市盟約が結
ばれました。都内にありな
がら緑豊かで、
『住んでみた
い街』として全国的にも人
気があります。

安曇野市

神奈川県

真鶴町

安曇野に訪れると、農家民宿

や農業体験などを通じて、〝農

のある暮らし〟の一端を楽しむ

ことができます。美しい自然や

美味しい農産物に囲まれた暮ら

しは、豊かな人生を育みます。

43

松やシイ、クスの巨木が生い茂る
「魚を育てる森」により、海の幸の
宝庫となっている真鶴町。住民同
士の交流を契機に、平成７年、旧
堀金村との間で友好親善提携が結
ばれました。

福岡県

福岡市東区
古代「阿曇族」をルーツとする縁で交流が始
まり、平成６年に旧穂高町との間で友好交流推
進協定が結ばれました。区内の志賀島は、国宝
「漢委奴国王の金印」が発掘された場所です。

42

千葉県

東金市
下総台地と九十九里平野に
広がる山武郡市の中核都市。
平成５年から旧堀金村との
間で交流が始まり、平成27
年に安曇野市との間で友好
都市締結が行われました。

東京都

江戸川区
旧穂高町が小学校跡地
を江戸川区へ譲渡した
ことが縁で、昭和49年
に友好都市盟約が結ば
れました。江戸川をは
じめとした、豊かな河
川と東京湾に囲まれた
水辺環境都市です。

3

安曇野地球宿

「この地球上の色々な国の人たちがやって来て仲間になれる宿を
創りたい」
。そんな増田さんの想いから生まれた、農のあるライ
フスタイルを実践する出会いと体験の宿。築 90 年の古民家を改
修した宿で、田舎の親戚の家に泊まるような滞在が楽しめる。
3長野県安曇野市三郷小倉 4028-1
w1泊2 食 5,500円 IN ／午後 OUT ／午前
主な体験：田植え、野菜定植、ブルーベリー収穫、稲刈り、
		
エゴマ収穫
主な設備：洋式トイレ、和室、布団、
ファンヒーター、薪ストーブ、
Wi-Fi
（空いていれば当日でも可）
D 電話またはHPから
Z080-5486-6111 HP：http://chikyuyado.com

夢を語り、応援協
力し合えるコミュニ
ティ宿を目指して
います。

4

3長野県安曇野市穂高北穂高 2582-48
w１泊２食 7,500円 IN ／特になし OUT ／特になし
主な体験：おやき作り、畑作業
主な設備：洋式トイレ、和室、ベッド・布団、扇風機、Wi-Fi
D １週間前までに電話かメール
Z0263-82-0833
oyamada.k526@gmail.com

安曇野で

農家民宿
を楽しむ

一期一会の出会いから、宿主との特別な人間関係が生まれる農家民宿。			
田舎の親戚や友人の家に泊まるようなアットホームな滞在で、農家の暮らしを体験してみては。

マドレん家

1

こむちゃんハウス

スペイン語でお母さん・お父さんを表すマドレとパドレこと、小

P8でも紹介したコムさんこと小室さんご夫妻の宿。拾ケ堰がす

山田さんご夫妻の宿。マドレが作る信州名物のおやきは絶品。

ぐそばを流れ、屋敷林に囲まれた昔ながらの集落で、道の守り

チャレンジャーなマドレと一緒に、他では食べられないオリジナ

神・道祖神が迎えてくれます。庭に造ったお手製ピザ窯で焼く、

ル具材のおやき作りが楽しめます。

穫れたて野菜たっぷりのピザは絶品。

故郷に帰ったよう
な、あったかいおも
てなしが自慢です。

5

3長野県安曇野市穂高7347
w１泊２食 8,500円
IN ／ 15時 OUT ／ 9時
主な体験：野菜播種・収穫などの畑作業、ピザ作り
主な設備：洋式トイレ、和室、布団、扇風機、こたつ、ストーブ
D10日前までにLINE@かFacebookで
LINE@：@kod7228t
Facebook：https //www.facebook.com/hirohumi.komuro

しの 389 安曇野

農家ならではのお
もてなしで、楽しい
思い出をつくって
いってくださいね！

2

Shino's Farm Inn

12 の月の贈り物

安曇野が誇る世界かんがい施設遺産「拾ケ堰」が目の前を流れ

優しい旦那さんと、可愛らしい奥さんの宮田さんご夫妻の宿。野

る、風光明媚な場所に佇む宿。オーナーはエンターテイナーな篠

鳥もたくさん訪れるという屋敷林に囲まれたご自宅には、季節ご

原さん。コワーキングスペースも併設しているので、ゆったりと

と様々な恵みを育む菜園が隣接。天気の良い日には、収穫した野

した環境の中で仕事をしたい方にもおすすめ。

菜で青空パーティー。七夕や節分など、季節の行事も楽しめます。

3長野県安曇野市堀金烏川5099-3
w１泊２食 7,890円（クレジットカード利用可、定員4 名）
IN ／ 16 ～ 20時 OUT ／９時
主な体験：野菜の播種や野菜・果実収穫などの畑作業
主な設備：洋式トイレ、洋室・和室、布団、扇風機、
ファンヒーター、高速 Wi-Fi、ワークスペース、給電
より
D5日前までにQRコード（右）
Z0263-73-6733
Facebook：https //www.facebook.com/shino389

すぐ隣の畑で季節
の野菜や、パクチー
を育てています。
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3 長野県安曇野市穂高柏原 3011 w1泊 2 食 8,500 円
IN ／特になし OUT ／特になし
主な体験：野菜収穫、そば打ち、季節の野菜を使った料理、
そば打ち、お菓子づくり、星空案内
主な設備：洋式トイレ、洋室、布団、エアコン、薪ストーブ、
ファンヒーター
D ２週間前までにメールか電話
happy.oura0358@gmail.com
Z0263-82-4477

宮田家で穫れる12
カ月の自然の恵み
をお出しします。

44

6
安曇野で

「みなさんの手で、ふるさと安曇野を創ろう！」のビジョンのも

農業体験

と、９年前から国際留学生を主体とした受け入れを行っている丸
山さんご夫妻の宿。減農薬のお米や無農薬での野菜作りなども
行っており、無農薬農産物の加工料理なども体験できる。

を楽しむ

「買う」
「食べる」だけでは物足りない。自分の手で収穫して味わいたい！
そんな方におすすめの農業体験。自分で収穫した野菜や果物は、他では味わえない美味しさ。

1

安曇野風土舎

3 長野県安曇野市豊科高家 216
w１泊２食 7,500 円（B&B6,000 円）
IN ／特になし OUT ／特になし
主な体験：田植え、野菜づくりや収穫などの畑作業、加工料
理づくり、ケーキづくり、サーモンの燻製など
主な設備：洋式トイレ、洋室・和室、ベッド・布団、扇風機、
ストーブ、Wi-Fi
D1週間前までにFAX か電話 Z&X0263-73-3321

食卓を通して、自然
豊かなふるさと創り
を目指しております。

とうもろこし収穫体験
in こむちゃんハウス

7

P8でも紹介したコムさんこと小室さんのトウモロコシが自分で収穫できる。

農村交流ゲストハウス

ともさんち

地域とつながる交流型の農家民宿。長期滞在やお試し移住など

安曇野産糖度18 度以上の極甘・大粒のトウモロコシは絶品。※収穫適期が

に最適。宿主は、自身も首都圏からの移住者である〝ともさん〟

あるため、受入期間中でも体験できない場合があります。お早めにお問い合

こと村上智彦さん。旅行で訪れた安曇野で地元の人との出会い

わせください。

に感動し、農家民宿スタッフを経て 2017 年に開業した。
収穫後は、ぜひ丸
かじりで味わってね！

_10人（最少人数２人）
/１時間
w500円（年少未満無料）
s ８～９月
D ３日前までに
LINE@かFacebookで
LINE@：@kod7228t
Facebook：https //www.facebook.
com/hirohumi.komuro

3長野県安曇野市豊科高家 5842
w１泊２食 5,000円
IN ／ 17 ～ 20時 OUT ／９時
主な体験：近隣の農場を紹介
主な設備：洋 式トイレ、洋室・和室、布団、扇風機、ストーブ、
Wi-Fi
D１日前までにHPか電話
Z090-2146-0601 HP：http //tomo.netlify.com/

2

ブルーベリー収穫体験

みなさんと良いご縁
ができればと思って
います。

in 安曇野地球宿

45Pでも紹介した農家民宿
「安曇野地球宿」
で楽しめる、無農薬・
無化学肥料で栽培したブルーベリーの収穫体験。大粒で熟した
甘いブルーベリーを、樹からそのままつまんで味わえる。持ち帰
り用には別途販売している。

_ 何人からでも可
/ 時間制限なし
w 中高生以上1,000円、年少～小学生 500円
（年少未満無料）
s ６月中旬～８月中旬
D 前日までに電話またはHPから
Z080-5486-6111
HP：http://chikyuyado.com

自然の力が育んだ
美味しいブルーベ
リーを味わって！

※アイコンは以下のとおりです。
_ ＝定員、/ ＝所要時間、w ＝ 1 人当たりの料金、
s ＝受入期間、D ＝予約方法
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8
3長野県安曇野市三郷温1764
w１泊２食 5,000円
IN ／ 17 ～ 20時 OUT ／９時
主な体験：近隣の農場を紹介
主な設備：和式トイレ、和室、布団、扇風機、ストーブ
D１日前までにHPか電話
Z090-2146-0601 HP：http //tomo.netlify.com/
※農家民宿に宿泊の際、入浴は公衆浴場を利用。
シャワー等の利用は可能です。

田舎の家

ともの小屋

「なんにもない、がここにある」田んぼの中の一軒家。縁側からは
広々とした田園風景が楽しめる。宿主は、
「ともさんち」と同じ村
上さん。都会の喧騒を離れて、田舎に “ 避難 ”したい方にはぴっ
たり。移住相談にも応じてもらえる。
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安曇野の農を楽しむMAP

ほりでーゆ〜四季の郷
安曇野
しゃくなげの湯
Vif 穂高

ファインビュー室山

3
2
2

ほりがね
物産センター

7

5

たまごの駅

1
1

JAファーム
みどりの店直売所

三郷サラダ市
あづみ野ふる里市

4
JA 穂高農産物直売所

プラザ安曇野新鮮市

8

ビレッジ安曇野
ハイジの里
ファーマーズランド安曇野

とよしな旬彩市

6

49
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ファーマーズガーデン
あかしな
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道祖神

お国自慢編

安曇野のそこかしこで人
々を見守り、ほのぼのと
した気持にさせてくれる
道祖神。厄除けや五穀豊

全国で１番なもの、安曇野市だけの特別なもの、とにかく自慢したいものなど、

穣、縁結び、子孫繁栄な

安曇野市が全国に誇る “ お国自慢 ” をご紹介します。

ど、身近な守り神として人
ます。市内には約600体の

市内
に約
６
０
０体
！

道祖神があるといわれ、
地域の人々の手によって
大切に祀られています。

生産

量日

本一

水が

育む

特産

安曇野でワサビの栽培が始まったのは、明治時代

品

初頭頃。大正時代、ワサビの主要産地だった伊

豆・静岡が台風や関東大震災で大打撃を受けた際

天蚕
萌黄色の優美な光沢を放つ穂高天蚕糸。絹糸よ
りしなやかでシワになりにくく、保湿性や抗菌
性に優れ、高い UV カット効果もあります。日

本で初めて天蚕の飼育を始めたのが、ここ安曇

野。現在も日本一の生産量を誇りますが、繭の

数が少なく、大変希少な存在となっています。

２部
門
で
全国
１位
！

身近
な
守り
神

ワサビ

！湧

ンド
ヤモ
ダイ
維の
！繊
本一
量日
生産

々の暮らしに根付いてい

湧水

に脚光を浴び、現在では日本一の生産量を誇り
ます。１年を通して水温が変わらない湧水で栽

国土交通省から「水の郷」に認定され、環境省

培されるワサビは、ツンとくる辛さが自慢です。

の「名水百選」にも選出された安曇野わさび田
湧水群。「名水百選」の選抜総選挙では、観光

名水
百
選の
湧水
群

拾ケ堰
複合扇状地という地形から、かつては水が乏しかった安曇野。先人たち

は、
「堰」とよばれる用水路を造ることで、豊かな水をもたらしました。
進んで30㎝下がるだけという繊細な勾配によって成り立つ拾ケ堰は、平
成28年「世界かんがい施設遺産」に登録されました。

開削
２
０
０年
！
世
界
かん
がい
施
設遺
産

その代表例が約200年前に開削された拾ケ堰。全長は15㎞に及び、１㎞

地・景観の２部門で全国１位となりました。１
日に70万トンの水が湧き出しています。

北アルプス
3,000m 級の山々が連なり、本格的な登山が楽しめる北アルプス。盆地を挟んで反対側に位

置する長峰山へは車で登ることができ、美しい眺望を楽しめます。川端康成、井上靖、東山
魁夷の３人もこの風景を見て「残したい、静けさ、美しさ」の言葉を残しました。
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らも

康成

川端
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