新しい発見に満ちた南空知エリア

ような特徴を持ちますが︑それぞ

気候風土や地理的条件では似た
れの町の個性や魅力について教え

栗山町はひとことで言うな

雅光

長沼町長／戸川

跳袈轍愉

腸縄

盛

謝

摘

鮎

媒

てください︒

椿原

のバランスがいい地域だと思います︒

ら︑1次産業・2次産業・3次産業

培していますし︑100年以上続く

現在150種頬以上の農作物を栽

かけて再生した雨煙別小学校コカ・

跡地を購入して活用を始めた里山

動を行うほか︑ハサンベツ里山20年

コーラ環境ハウスは︑子どもの体験

もある︒平成元年には︑﹁ふるさとい

小林酒造や菅田製菓といった老舗

事業として︑平成13年24haの離農

きものの里100選﹂に選定され︑

魯町長に話を伺いました。
コーラ教育環境財団が約2億円を

外と知られていない面も多い商空知4町の魅力について、
づくりも進めています︒また︑コカ・

新千歳空港や苫小牧潜が近いという好立地にありながら、意

国蝶であるオオムラサキの保全活

南幌・長沼・由仁・栗山の4町からなる南空知エリア。豊か
な自然に恵まれる中、農業を基幹産業とし、米や野菜の栽培
に取り組んでいます。そんな4町に共通する魅力と言えば、
やはり交通の便の良さだと言えるでしょう。札幌をはじめ、

さ専⊥l￣￣l、草、別‥ −● 誌惑由表

めくる旅
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まだまだ知らない魅力がいっぱい

ラムを用意して︑子どもから大人ま

学習に利用するほか︑約60のプログ

元の人たちと交流をしながら︑良質

の見える農業を大切にしており︑地

ます︒生産者たちの意識も高く︑顔

ますが︑うちは農産物で勝負してい

な米の栽培・野菜作りに力を注いで

を入れています︒

戸川
います︒特産品であるキャベツは低

でを受け入れる︑生涯学習にも力

中心に発展してきました︒この辺り

農薬で育てていて︑それらは東京や

長沼町も開拓以来︑農業を

は1万年前には海だったこともあっ

くて味が詰まっていて︑質が良いと︑
各地か︑り高評価をいただいているん

名古屋︑九州にも送っています︒甘

苦闘を繰り返しながら︑今では道内

ですよ︒南幌発祥のピュアホワイト

て低平地が多く︑そのため幾多の水

でも有数の米ところとして︑緑の広

害と冷害に見舞われてきました︒

がる田園風景を見るに至っています︒

ますし︑スイカもここ2〜3年で収

も︑年々認知度や人気が高まってい
穫量が増えましたね︒

道内において︑大豆は1位の生産量︑
白菜は2位︑長ねぎが4位など農産
物の主要供給基地としてはもちろ
んのこと︑グリーン・ツーリズムの受

け入れや直売所も好評で︑都市と
の交流が盛んに行われています︒生
ランに取り組んでいる方もいますが︑

産者の中には︑早くから農家レスト

はすっかり定着していますね︒

その当時は珍しかったものの︑今で

長沼町と栗山町に隣接する

松村

その隣の南幌町は静かな環

境の農村地帯で︑他の3町とは異な

ところ﹂という意味に由来しますが︑

由仁町は︑アイヌ語の﹁お湯の出る

三好

フリー︒とにかく見晴らしがいいのが

り︑山も高い建物もない全町バリア

特徴ですね︒北海道といえば乳製

なんです︒人の心︑思いやる心を持っ

私の持論は︑﹁仁を以て由と為す﹂

のいいところだと思っています︒

ではなく︑人の質の良さが︑この町

から私は︑人口が多いことがすべて

都会が近いですし︑自然や山林があ
って温泉や飲食店もあります︒です

う心遣いが嬉しい︒小さな町ですが︑

ころだから︑少しでも華やかにとい

来てくれるんですが︑人の集まると

農家さんが︑役場に切り花を持って

の心が豊かだと感じますね︒例えば

言葉通り︑とにかく町民一人ひとり

ているというのが由来であり︑その

品や魚介類のイメージが強いと思い

富士夫
南幌町長／三好

転云主．こ＿ごて．『≡≡三

それぞれの町のオススメスポットや

平成17年から︑農家に泊まっ

教えて下さい︒

特産品︑観光への取り組みについて

戸川

て農業体験をするというグリーン
ツーリズム事業に力を入れておりま

す︒石狩平野の美しい田園風景を
全国にPRしており︑日帰り農業体

け入れを実施しています︒関東や関

験30戸を含めて︑現在170戸が受

西からの修学旅行生が多く︑これま

でに4万人以上を受け入れてきま
した︒農業体験を通して生産者の

ています︒また︑栗山町で誕生した
玉ネギ﹁さらさらレッド﹂も昨年で

軒の農家で栽培しており︑特産品の

10周年を迎えました︒今は14〜15

子どもたちは何かしら感じるもの

1つとして注目を集めています︒

苦労を知り︑理解を深めることで︑

三好

南幌町は何といっても︑甘み

成長して帰って行きます︒修学旅行

があるようで︑それぞれが精神的に

の強いキャベツとピュアホワイトが自

を利用したメニューも町内の飲食店

慢ですね︒平成10年には︑キャベツを

で提供しています︒また︑南幌産の

生は町をあげて歓迎しており︑見掛

とっています︒そのおかげか︑帰った

使ったキムチを発売し︑さらにそれ

後でも手紙をくれたり再び遊びに

酒造好適米﹁彗星﹂を使って︑清酒

など︑積極的にコミュ一一ケーションも

来たりと︑交流が続くケースも多い

も喜ばれています︒

や本格焼酎を作っていて︑お土産に

けたら町の人たちが声掛けを行う

ようですよ︒また︑﹁花いっぱい運動﹂

でいるのは︑少しでも多くの方に町

松村

にも取り組んでおり︑春から秋にか
けて町内が花で彩られているのも自
識しておもてなしをする⁝︒そうし

において︑観光施設を案内する動画

動です︒そのため現在︑YOUTUbe

の名前を知ってもらうためのPR活

由仁町が積極的に取り組ん

慢です︒訪れる人たちに対して︑意

てきているようです︒

た働きが町民の中でも自然と育っ

した笑顔とともに︑町民も知らない

を配信しています︒町民の活き活き
町内のディープな情報が載っているの

ま老舗まつり﹂の知名度が高いです

で︑ぜひ一度見ていただきたいですね︒

椿原 栗山は︑観光面では﹁くりや
ね︒毎年楽しみにしていらっしゃるリ

いてお聞かせください︒

ているようですが︑今律の展望につ

各地とも︑それぞれの町の特性を
活かした個性的な取り組みを行っ

ピーターの方も多いようで︑おかげ
さまで長く続いております︒特産品

でいうと︑ジャガイモの種になる良

質の種子馬鈴薯を栽培しています︒

その90％を鹿児島に︑残りを全国
各地の食用馬鈴薯生産者に供給し

紀昭

栗山町長／椿原
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−
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料還軍等童

ています︒

業の誘致も進めていけたらと考え

町内で眠ったままになってい

る大きな空き店舗を活用して︑﹁ま
松村 うちは︑滞在型というよりは︑

椿原

ちの駅﹂を作って情報発信していま

道央の人たちが日帰りドライブな
やって楽しく回ってもらえるかを考

どに訪れる地域です︒それを︑どう
えています︒農家レストランやカフェ

山町の魅力を広めていきたいですね︒

そのためには︑外国語の看板やパン
も増えていますが︑今はまだ点の状

す︒また︑海外から訪れる方にも︑栗

くてはいけません︒この辺りのことは︑

かがポイントです︒とはいえ︑主役は

態ですので︑それをいかに線にする

フレットを作ることも考えていかな

必要があると思いますので︑議論を

町民ですから︑やりたいということに

南空知4町全体で取り組んでいく
して︑できることから連携していく

積極的に取り組めるように︑行政は
後押しするだけです︒我々が前に出

ことが大切だと考えています︒

戸川

トをする姿勢を取り続けたいですね︒

るのではなく︑黒子の立場でサポー

長沼町では新規就農の方や

整っています︒そこをもっとPRして︑

移住される方を受け入れる姿勢が

新千歳空港︑苫小牧港︑石狩湾新港︑

開通することでしょう︒開通すれば︑

80kmの道央圏連絡道路の整備が進
められており︑恐らく10年以内には

どを経由して小樽市に至る全長約

また︑千歳市から長沼町︑南幌町な

移住人口を増やしていきたいですね︒

進学や通勤でも札幌に通いやすく︑

気に育ってほしいですね︒南幌町は

ちに囲まれて︑いいものを食べて元

な自然環境の中で︑あたたかい人た

たいというのが願いです︒それには

力もある元気な子どもたちを育て

三好

私たちの町では︑体力も気

小樽港など︑物流や交流の拠点と

から︑ある意味贅沢な環境だと言え

必要な都会はすぐ近くにあるのだ

と比べると雪が少ないので暮らしや

るかもしれません︒冬もほかの地域

やはり食が大切だと思います︒豊か

れも変わってくることと思いますの

由仁町長／桧村 諭

の連携が図られ︑大きく人や物の流

で︑いずれは︑食品や流通関係の企

育てをしようという意識が高いので︑

すいですし︑地域の人がみんなで子

少しずつ札幌圏からの移住者も増
えています︒北海道開発局では︑千

歳川河川整備計画に基づき︑千歳

町も晩翠地区に約150haの遊水

川流域4市2町において遊水地群
を整備する計画があります︒南幌
地が整備されることとなっておりま

メー

すので︑いずれ完成して散策路が出
来ると︑そこでまた人の流れが変わ

るなど︑町の発展の起爆剤になるの
ではないかと思っています︒

■L

】
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自然の中で四季を感じる
札幌に近い快適な生活都市
江別市・北広島市・岩見沢市・長沼町の3市1町に隣接した南幌町。注目した
いのが、都市近郊型農業の発展を目指して生産されている、安心・安全な農
作物の数々。遠くまで広がる田園地帯と、地理的利便性の高さから、近年移
住者も増えている注目のエリアだと言えるだろう。
′ムこ叫

描画轡や泄
読哀訴空想

お耳㌢中予∴告言

ふい

ぷ

も人気の甘辛ザンギ

元で人気の御食事処

「ア二キのザンタレ」790円（税込）。
テイクアウトもOK。スタッフ・秋山昌子さん

数あるメニューの中から、訪れた人が必ずオーダーする
のが、サンギに南幌産野菜を使った甘辛タレをかけた「ア

二キのザンタレ」。ほかに、厚岸直送の新鮮な牡蝿も
人気を集めている。1階には物販あり。時化や催事で
休業の場合あり。
匪南幌町中央4丁目8番1号

℡011−398−9433

圏11：00〜21：00匹司20：30（回〜16：00※変動あり）
もさき

家族みんなで過ごす、楽しい夏の1日

南幌町の特産品に触れ、楽しく盛り上がる！

子どもからお年寄りまで、気軽に参加してほしいと、商工
会が実施している夏のイベント。地元特産品の販売や、
姉妹町である熊本県多良木町の物産展のほか、ダンス
ショーやバンド演奏、大抽選会もあり。夜には、美しい花
火が祭りの最後を彩る。
日時／7月下旬

スノーモーヒル試乗会や雪合戦、大型滑り台、ステージ
イベントと、4つの会場で行われる冬まつり。観光協会マ

画水曜

スコット「キヤベッチくん」も登場し、会場を盛り上げてく
れる。夕方からはふるさと物産館「ビューロー」前で、アイ
スキャンドル・スノーキャンドルの点灯式も。

日時／2月上旬
会場／ふるさと物産館「ビューロー」周辺

会場／南幌町美園3丁目1番（南幌町中央公園）
※変更になる場合あり

問合せ／℡011−378−2121

（なんばろ冬まつり実行委員会事務局〉

問合せ／℡011−378−2728（南幌町商工会）

国南幌町中央1丁目2番22号
圏6：30〜21：00

℡011−378−7010

匪］12月31日〜1月3日、特販所・軽

食コーナー水曜
﹁キャベツキムチラーメン﹂

470円︵税込︶︒﹁程よ
くピリ辛で︑安くて美
味しいですね﹂︒

懐かしい田園風景の中で育つ

甘いキャベツにとうもろこし

のどかな田園地帯が続く南幌町︒

西を千歳川︑南東を旧夕張川︑北

を夕張川が流れており︑札幌市に

近いことから︑ベッドタウンとして発

展した︒空気が良く︑山の稜線を彩

る夕陽をはじめ︑夏は一面の星空︑

秋は虫の声︑冬は樹氷と︑四季の風

道内有数の米産地であり︑南幌

景や匂いを感じさせてくれる︒

発祥とされる甘くて白いとうもろ

こし﹁ピュアホワイト﹂をはじめ︑キ

ャベツや長ネギなど多彩な野菜栽

培にも取り組んでいる︒ピュアホワ

イトは︑スープやコロッケなどにも加

工されており︑お土産にもぴったり︒

施設﹁なんばろ温泉ハート＆ハート﹂

また︑年間25万人が利用する温泉

で提供されるご当地グルメ﹁キャベ

ツ天井﹂は︑サクサク甘いキャベツの

にもフアンが多い︒

美味しさが詰まっていると︑町内外

ほかにも南幌町には︑レジャー施

町の交通拠点「南幌ビューロー」では、軽食コーナー
で提供する、ピリ辛スープとシャキシャキ食感のキム
チが特徴の「キャベツキムチラーメン」を味わえる。
特販所では南幌の特産品も購入できる。また、5階展
望台からは町内が一望でき、天気が長ければ恵庭岳
から手稲山までの美しい稜線が望める。

遽5

白くて甘いとうもろこし

南幌町の米で作る焼酎＆日本酒
南幌産の酒造好適米「彗星」を使った新たなブランドと
して立ち上げたのが、昔ながらの技法にこだわって作る
清酒と、姉妹町である熊本県多良木町で醸造された焼酎。
どちらも豊かな香りと、雉味の少ないスッキリとした味わ
いで、料理の味を引き立てる。
囲南幌町栄町1丁目4−7

℡011−378−2221

甘くて真っ白な「ピュアホワイト」

幻の白いとうもろこしとしてすっがノ有名になったピュア
ホワイトの発祥がココ南幌町。糖度はメロン以上の19〜
20％。甘いだけでなく、皮も薄くてやわらか。粒の皮が一

焼酎「南幌彗星」
1，080円（右）、

清酒「南幌彗星」

斉にプチプチとはじけ、中からジューシーな甘みが口いっ
ぱいに広がる。これが、生のとうもろこしの味！？と驚くこと

1，130円。

間違いなし。

いずれも720ml

問合せ／℡011−378−1289（明るい農村ネットワーク／城地）

叫二

5

毎日訪れたい、町民が憩う南幌の顔
温泉、食事、お土産が揃った町のアンテナショップ。温

′一▲ナ′料

キャベツとキムチがコラボ

嫁

南幌町特産のキャヘツを使った無

添加の独自のキムチの素を開発、
健康面への配慮にもこだわりをもって
／′ 製造している。韓国伝統の製法で2種
ノ／ 頬の唐辛子とニンニク・しょうが・オキアミ・

：、三雲，

馬に触れて癒されるひととき
南幌温泉近くにある、会員制の乗馬クラブ。夏は屋外
にある広々とした馬場で、冬は全天候型屋内馬場で、の
びのびと乗馬を楽しむことができる。会員以外もインスト
ラクターのサポートのもとで、引き馬や乗馬体験など気
軽に楽しめるのが特徴。年齢制限もないので、道外から

家族で訪れる初心者も多く、ハマって会員になるケース
もあるのだそう。馬の背中で美しい景色を眺めたり、夏
の心地良い風を感じながら、乗馬体験を楽しんでみて。
圏南幌町南8線西14番地

℡011−378−5800

圏10：00〜18：00、火曜定休

泉内にはラドン泉や霹天風呂、サウナもあり、源泉かけ
流しの塩化物強塩泉は別名「熟の湯」と言われ、体の
芯からポカポカに。湯上がり後は休憩室でくつろいだり
レストランでお腹を満たして。オススメはキャベツの天婦
羅を大胆に盛り付けた「キャベツ天井」。もともと賄いだ
ったものを提供したところ、口コミで人気が広まり、今で
はすっがノ名物の1つとして町民に愛されている。

リンコ・長ネギなどで漬け込んでいる。濃厚な味わいと独
特の歯ごたえを楽しんで。

圏南幌町南9線西15番地

問合せ／℡011−378−2352（南幌町農産物加工センター）

圏日帰入浴／中学生以上650円
児無料

小学生300円

幼

宿泊／1泊2食付9，500円〜

g適評

南幌町の一大アウトドアフィールド
夕張川の河川敷を利用して、レーシンクカートやパーク
コルフ場、テニスコート、サッカー場、キャンプ場などを
設けた多目的アミューズメントパーク。ゴルフ場はビギ
ナーからレディス、シニア誰でも気軽に回れるフラットな

￣

コースが人気。

圏要予約

℡011・378−1126

圏月〜金曜11：30〜固20：30（土・日曜・祝日11：00〜）

￣＿＿

￣t・謹l

固南幌町南12線西3番地℡011−378−3606（リバーサイド公園）

国南幌町南15線西1番地℡011−378−0088（ゴルフ場管理棟）

疇■・− ■ ！ L

虞幕

ピクニックやキャンプを楽しむ憩いの場
南幌町市街地から車で5分に位置する三重湖。ほとり
にはキャンプ場もあり、テントサイトのほか、日帰り・宿泊
ともに対応できるバンガローも完備。ピクニックや釣りを
楽しむこともできる。また、水遊び場には噴水もあるので、

ちびっこ連れにも喜ばれている。
圏南幌町南13線西3番地

「馬に触れるのは初めてl 毛並みもキレイでかわいい」

道道江別
長沼線

夕張川

道央自動車道
「南幌ライディングパーク ￣￣爾

透過立腹脱

⑳

道道栗沢南幌線至岩見沢ト

●

ことぶきゃ
1

ふるさと物産館
く至北広島 ビューロー

（D

（＝D

リバーサイドコルフ場「

（ココ⊃

莞悪霊塩野
▼至長沼

築面軌ま100ポ。官庁の役人や行商人など年間
約550人に利用され、交通が不便な地帯の文化発
展に大きく貢献した。昭和6年11月に廃止されたが、
長年、当時のままの姿で残されており、平成18年9
月に登諒有形文化財に指定された。室内は、10畳
の客室2室の問にある廊下が付属棟の浴室に通
じているが、現在は切妻屋根が印象的な外観の見
学のみになっている。

さらう街道

道道長沼南幌線◎
至長沼■

337号に対して東面する入母屋造、鉄板葺きで、建

国南幌町元町3丁目3番19号
■至栗山

▼至栗山

℡011−378−6620（南幌町教育委員会）

設が充実しており︑夕張川の河川敷

二■

●

南幌中学校
南幌町役場

昭和3年3月に国費の交付を受けて運河の船着場
に開所された木造平屋建ての宿場施設。国道

を活用したゴルフ場や野球場︑カー

リバーサイド公園
t

L

トコース場などもある︒また︑隣接

南幌高空① 三重湖公薗

した公園内にはキャンプができるス

南幌温泉ハート＆ハート

き㌔

ペースもあり︑夏場は利用客で賑わ

胎鹿蘭越露

っている︒

＼

℡011−378−1270（管理権）

沼町

美しい田園風景の中で
食と暮らしと遊びを楽しむ
癖細 ■・．㌣吏鳥
蔓雨石動鋸詑思量とミし嘗‡施払渡弼謁多く一朗離沌拶淡幾組
守納品言相通高遠濫虹蒐加重遠島表裏毎号避娩凄蓮濾喪弛号も来亮を義塾筍拉鼠

鮎雫＿＿重要・雲墓莞璽慧慧撃警

鎚i■遠戚』

−■

蓋 転空． 一∴露義壷毒

大人も子どもも大爆笑の
イベントが盛りだくさん
見た目も美味しさもインパクト大！

まきなど、盛り上がるイベントがいっぱいl

℡0123−88−0122

圏11：00〜固15：00、火・土・日曜定休

日時／5月〜9月の第4土曜日17：30〜20：00

日時／8月下旬10：00〜16：00

会場／長沼町本通商店街

会場／長沼町南町2丁目3番地（長沼町総合公園）

問合せ／℡0123−88−2221（長沼町商工会）

問合せ／℡0123−88−2111（長沼町産業振興課）

新旧多彩な食に恵まれた

遊びに行きたくなる町

札幌・苫小牧から車で1時間︑千

歳からも車で30分に位置する長沼

町︒東部は丘陵地帯︑西部には平

野が広がっている︒長沼町といえば︑

基幹産業は農業だが︑道民なら町

名を聞くとまず思い出すのが︑ジン

ギスカンだと言えるだろう︒

その誕生は今から∽年以上も前

になる︒羊毛生産が盛んだった当時︑

肉をどのように活用するかと頭を

カンだった︒年月を経る中で少しず

悩ます中で考案したのが︑ジンギス

つ長沼のジンギスカンが道内にも

広まり︑今ではすっかりブランドの一

つとして道民に親しまれている︒長

沼町内でも多くの店舗で提供され

ており︑身近な存在となっている︒

ほかにも長沼町の特徴として挙

げられるのが︑野菜の栽培・販売で

ある︒スタンダードな農作物をはじ

め︑珍しい野菜の栽培にも取り組

積極的に卸している︒さらに︑自家

んでおり︑札幌市内の飲食店にも

製米を使った個性的な酒である

﹁どぶろく﹂や︑地元食材を使った

させてくれる町だと言えるだろう︒

スイーツも多く︑食の豊かさを感じ

増j

長沼町本通商店街で、5月から9月までの第4土曜日に
開催される「夕やけ市」。各店が本業以外の商品を売
るのが特徴で、隠れた人気メニューもあることから、お祭
り気分が楽しめると評判。さまざまなアトラクションがあ
るので、子どもも大人も盛り上がるはず。

毎年約1万人が参加する、夏の大イベント。目玉は、水
上のコースを、野菜の入った一輪車を押して進む白熱の
「やませ」。送風機から送られる強風や散水機の水に耐
え、どこまで進めるかを競う。ほかに、長沼百年太鼓や餅

名物は、井からはみ出るほど巨大な海老の天婦羅が5本
のった「赤字井」。大胆な盛り付けだが、サクサクの天
婦羅と秘伝の甘辛タレ、ご飯とのバランスが絶妙で、気
が付くとあっという間に完食しているはず。ほかに「黒字
井」「白字井」もあるので試してみて。
匪長沼町中央南1丁目6番30号

春から秋まで月1回、商店街が縁日に！！

「3種食べくらベセット」
1，300円（税込）。

スタッフ・高橋亜由美さん

源泉かけ流し温泉とジンギスカンを堪能
喧喋を忘れて静かにくつろげる秘湯

源泉かけ流しで湧出量が毎分1，150月と道内でもトップ

丘の麓に仔む、明治中期創業の秘湯。日常を忘れて静

クラスの「ながぬま温泉」。ナトリウムー塩化物強塩泉で、

かなひとときを過ごせると、夫婦や少人数グループでの

体を芯からじっくりと温めてくれる。食事処が充実しており、

利用が多い。無色透明のお湯は、慢性関節リウマチな
どに効果があり、温泉好きに親しまれている。春は桜の

館内のレストランのほかに、別棟のジンギスカンコーナー

樹が周囲を彩るので、散策を楽しむのもいい。

の肉が一度に味わえる「3種食べくらベセット」を用意。

自然の中でスポーツや買い物が楽しめる

匝］長沼町フシコ番外地

サイロのようなレンガ造りの建物が日を引く道の駅。夏は、

圏10：00〜21：00

隣接するパークコルフ場で手軽に運動が楽しめると人気。

園日帰入浴／中学生以上500円小学生250円

園内には、地元農家が営む直売所や、地場産野菜を用

無料、宿泊／1泊2食付

では、町内にある長沼成吉思汗、佐藤精肉店、かねひろ
味付けの仕方が異なるので、好みが見つけられるはず。

℡0123−88−3737

囲無休

圏長沼町東6線北4番地

幼児

6，588円〜

℡0123−88−2408

圏日帰入浴9：00〜22：00（最終受付21：30）
ジンギスカンコーナー11：00〜20：30団20：00

いた料理が味わえるレストランもあり。また、長沼町産の

園日帰入浴／中学生以上600円小学生300円

牛乳100％で作る「ソフトクリーム」やオリジナルの「豚

無料、宿泊／1泊2食付

まん」など、テイクアウトメニューもあるので、ドライブがて

ら立ち寄るのもいい。展望台からは石狩平野が一望で
きるので、天気のいい目に足を運んでみて。
国長沼町東10線南7番地

℡0123−84−2120

圏9：00〜（季節により異なる）

圏無休

幼児

6，880円〜

農家直送の新鮮野菜がリーズナブル！
道の駅マオイの丘公園の目玉の1つが、こちらの直売所。

5月上旬〜11月まで8店舗が軒を連ね、採れ立て新鮮な

変わらぬ製法で愛され続ける銘菓

野菜や果物、米、乳製品、加工品などを販売。珍しい野
菜も手に入ると、長沼町民はもちろん近郊から訪れる人々

昭手口10年創業の老舗菓子店。創業当時から販売して
いる「茶ぼくさ」は、お茶の稚紗をイメージした和菓子で、

で賑わっている。

小麦と砂糖、卵で作るふわふわの皮で、丁寧に炊いた

画長沼町東10線南7番地

℡0123−84−2120

園9：00頃〜16：00頃（店舗によって異なる）

粒あんを包み込んでいる。飽きない美味しさで、1日200
個は売れるロングセラー商品になっている。
圏長沼町銀座北1丁目2番18号

℡0123−88−2362

圏8：30〜18：30（日曜〜12：00）園無休

f

代表取締役の高橋光雄さん・永子さん

緑の牧場で動物と一緒に楽しく過ごそう！
あるがままの自然を活かして人と動物が触れ合える場所。
100haの土地には、アニマル・キャンプ・冒険ゾーンなど

四季の美味しいお菓子をまごころこめて

があり、乳搾りや餌やり、バター作りといった多彩な体験

昭和25年創業の菓子店。店内には、四季折々の和菓
子や洋菓子が並んでいる。訪れたお客さんにくつろいで
もらいたいと、お茶とお茶菓子でもてなしてくれるのも嬉
しい。2代目の店主が開発し、5年前から販売している「か
りんとう饅頭」は、今や同店の看板商品に。沖縄産黒

ができるのか特徴。教育牧場として、道内外の修学旅
行生も訪れ、動物との楽しい時間を過ごしている。
圏長沼町東9線南2番地

「力りんとう饅頭」1本120円、5本

℡0123−88−0011

入り500円（ともに税込）。

囲4月中旬〜11月上旬の10：00〜18：00囲無休

代表取締役・森下伸さん

＼、警器憲諾票霊宝票…芝悪霊慧言

あいすの家

㍉∴−1〜∴ニ＿

轡

森下松風庵
l長沼町役場

わせが絶妙で、上品な甘さが口の中に広がる。

∴二・

′／ノ

匝長沼町本町北1丁目1番6号

℡0123−88−0051

圏9：00〜19：00（日曜〜17：00）園元旦

①笹」高橋葉子領
いわき■、qっ

馬追温泉

平
篭がぬま温泉」
CCD

ハマる人続出！の手づくり「どぶろく」
米と米麹と水で醸される「どぶろく」も、長沼町の特産品の一つ。2005年に国
の構造改革特区で「どぶろく特区」に認定されたことで、町内5戸の米農家が自

く至恵庭

ハイジ牧場

マオイ芸慧壷轡．至由。

家製米で製造販売している。どぶろくとひと言でいっても、原材料をはじめ、火入
れをしたもの・生タイプと、作り手によって仕上がりは異なる。長沼町では、「松ち
ゃんのどぶろく」「どぶろく耕′し」「どぶろく一魂」「どぶろく輝陵」「雪のまい姫」
が、製品として販売されている。それぞれが個性的な味わいなので、飲み比べを

するのもいいかも。 販売所／道の駅、ながぬま温泉など
8

由仁

気軽に足を運べるドライブエリア
立ち寄りたくなるオシャレな店も！
「都会に近いちょうといい田舎」として、近年注目を集めている由仁町。

道内においては積雪も少なく、年中過ごしやすいエリアと言えるだろう。

美しい庭園や温泉、観光農園にカフェなど見どころ満載なので、休日
式きrて

にはドライブがてらふらりと立ち寄って。
コーヒー色の美肌の湯が気持ちいい
内風呂、露天風呂ともに、コーヒー色でぬめりのあるお
湯が特徴。ナトリウムー炭酸水素塩・塩化物泉のつるつ
るとした肌触りが評判で摺帰りはもち着帯露天風呂付
客室での宿泊む人気を集めている。
湯も、
判だ。享だ：団体日】

≡；戚新

美しい庭園で季節の花々を愛でる
日本最大級の英国式ガーデンとして親しまれている「ゆ
にガーデン」。春の桜や菜の花、カモミールに始まり、6
月下旬〜8月にかけては白・紫・ピンク合わせて102万本
のリナリアが咲き誇る。また、7月下旬からはユリと紫陽花、

9月からは50万本のコスモスが開花するなど、季節ごと
に美しい庭園風景が楽しめる。カフェやレストランも人
気で、季節の新鮮な野菜を使ったヘルシーなバイキング
を目当てに訪れる人も多い。園内では、花やハーブの苗、
由仁の特産品の販売もしているので、お土産にも喜ば
れるはず。
圏由仁町伏見134番地2

℡0123−82−2001

凰4月下旬〜10月中旬10：00〜17：00
（6月〜8月は〜18：00、土・日曜、祝日は9：00〜）

バラエティ豊かな仮装で勝負！

子どもも大人も待ち望む夏イベント！

由仁町・三川地区で行われる夏祭り。午後から始まり、
夕方にはドラム缶を利用してジンギスカンを豪快に焼く。

メインイベントは、一般道を開放して行う由仁町名物の

メインは18時頃からの子ども仮装盆踊りと20時からの大

ったり、レースの途中で引いたカードに従って障害物を

人仮装盆踊り。どちらも力の入った仮装を競い、札幌近
郊では一番遅い日程のため町外からも多数の参加があ
り、優勝者には豪華賞品が贈られる。

越えるなど、ユニークな企画に見物客も大爆笑。ほかに
フリーマーケットや消防はしご車搭乗体験なども開催。

「百足競走」。ちびっこ百足や大人百足がタイムを競

日時／7月31日（日）

日時／8月24日（水）

会場／由仁町東栄87番地1由仁町げんき舘前

会場／由仁町三川駅前広場

問合せ／℡0123−76−7766（由仁町観光協会）

問合せ／℡0123−83−2136（由仁町商工会）

豊かな自然が作り出す

由仁ならではの食と癒し

由仁町の地名の由来は︑アイヌ語

の﹁ユウン二︵温泉のある所︶﹂とされ

ており︑夕張連峰と馬追丘陵に抱か

れ︑南北に32kmと長く続く地形が特

張山地に続く森林地帯︑栗山町との

徴︒東部は平坦な低地︑南東部は夕

境には夕張川が流れており︑のどか

な田園風景が広がっている︒

農業を基幹産業とし︑米や野菜︑

ハーブなど幅広く栽培︒地産地消を

心掛け︑地元の食材を使った料理を

ランやカフェなど︑各店が由仁の美味

提供している飲食店も多く︑レスト

しさをさまざまな形で表現している︒

さらにここには︑豊かな自然によ

る癒しがある︒美しい花々に囲まれ

た﹁ゆにガーデン﹂やゴルフ場︑オー

トキャンプ場︑体験農園など︑自然

に揃っている︒また︑日ごろの疲れを

と触れ合えるアクティビティが豊富

忘れてゆったりとくつろげる温泉﹁ユ

ン二の湯﹂も人気のスポットとして

なカフェも新たにオープンするなど︑

親しまれている︒近ごろはオシャレ

札幌から近く手軽に足を運べるリゾ

ート地やドライブエリアとしても注

目を集めている︒

リ1Sl紺

めくる旅

ロト捌□咄□抑 柑Hir：ti‖拙：t■：‖・・

新鮮アイスにトッピングをまぜまぜ
牧場直営のアイス店。毎朝作る出来立てアイスに86
種頬のトソピンクから選んで混ぜる「まぜまぜアイス」は、
ホルモン330円、レバー330円、サガリ420円、

会話を通じて好みを聞き出し、目の前で作ってくれる。日

心舌420円（いずれも税込）。
スタッフ・伊藤香美さん

替わりアイスは約100種類あり、常時5〜10種類が並
ぶので、こちらもオススメ。
固由仁町中三川219番地

細田牧場内℡0123−86−2848

圏4〜9月10：00〜18：00（10・11月〜17：00

※まぜまぜアイスは15：00終了）囲水・木曜

驚きの発想から生まれた新名物

町民が食べ親しんだソウルフード

ビーフハンバーグでバンズと地元産玉ネギ、リンゴをサン

ドし、ライスペーパーで包んだ個性的な「逆バーガー」。

初代店主が考案したホルモン焼きを2代目店主が確立し、
60年以上愛され続けている町のソウルフード。一時は

味の決め手は地元商業高校と一緒に開発した「愛郷ド

閉店の危機を迎えたが、3代目が弟子入りをして味を継承。

レッシング」で、その発想のユニークさから、密かな名物
として観光客の人気を集めている。

手作業で下処理・製造したホルモンを専用の鉄板で焼き、
秘伝の味噌たれで仕上げる。

匪】由仁町本町153番地

固由仁町本町299番地

匪11：00〜団19：00

℡0123−83−2511

℡0123−83−2652

圏11：00〜21：00（日曜・祝日〜20：00）、団はともに30

匝】不定休

分前

回不定休

糖度20度はあたりまえ！

ヒニ∵∵

香り高い原木椎茸の美味を実感
原木栽培農家の「長嶋農園」では、町内の4軒で生産
グループ「由仁いちろう会」を構成し、栽培・出荷を行っ
ている。ハウス内にはずらりと相木が並び、1本に20から

80カ所の穴を開けて植菌。成長が早いことから、出荷に
最適なサイズで採取するには、朝昼晩のマメなチェック
が欠かせない。育った椎茸は、香り高く肉厚でジューシー、

歯応えのある逸品だ。道内百貨店やスーパーで販売さ

昨年はあまりの人気に品薄となり幻のトウモロコシと評

れるほか、作業場の一角には直売コーナーもあり。サイ
スの小さなものは乾燥や粉末にしたり、干し野菜と共に

判になったトウモロコシ。粒も大きく全長も最大25cmと
いうヒッグサイズが期待できる。ジューシーで糖度20度

混ぜご飯の素「野菜めし」となる。

以上の甘さが特徴で、新たな特産品として注目を集めて

国由仁町岩内3231番地

いる。1本250円（税込）。

℡090−4874−2382

圏（有）豊作会農園 ℡090−3119−3241（森田）

皿0123−83−3133

「ぎゅぎゅっと1ハターじゃが」他。

代表取締役・喜井一憲さん

大地の美味しさをそのままパック！
地場産で栽培したジャガイモ「キクアカリ」や朝採りの

北海道でも珍しい食用ほおずきを栽培

白いとうもろこしは収穫直後に素早くレトルト加工、かぼ

平成7年に栽培をスタートした食用ほおずき。観賞用と比
べて小さく、その大きさは3cm程度。薄く繊細な袋で、オレ

ちゃ「栗将軍」は熟してから加工する。企業秘密の ひ

ンジ色の実が包まれている。程よい酸味と甘みがあり、そ

る。トウモロコシはシャキシャキ感をそのままに、ジャガイ

のまま食べても加熱しても美味。由仁町近郊や札幌の

モは少し温めることでバターが絡み、ホクホク感とコクが
冊盲∴∴ず㌣ア 楽しめる。顔を描いたパッケージも印

洋菓子店などに出荷されている。

㌣章∴攣 象的で、新千歳空港や札幌市内「き

圏雨野農園
生椎茸、乾椎茸、野菜めし他。

と手間〝を加えることで美味しさを格段にアップさせてい

たキッチン」などで販売。常温保存でき、

℡0123−87−3417

いつでも手軽に食べられるので、お土
産としても喜ばれている
●おにぎり
あぜっこ

⑧

国由仁町西三川63番地
℡0123−87−3585

至栗山・
く岩見沢

由仁いちろう会

席〉

牛小屋のアイス

囁P

轡
。ヰ、、

申仁川

榔≡顔塾屯壌極こ蔓胸狸

二。ミニ。＿＿二三三二てこ一二1つ一議痙二基還憲垂二二貼絹温

く至岩見沢⑳

東京ホルモン」
札幌コルフ
倶楽部
由仁コース

義敷

◎

喜井ファーム

ブランド化を推進している。さらに、それらの特産品を広く知ってもらうためのイン

ユン二の湯
l

至札幌▼⑨

ゆにガーデン

由仁町の特産品を手軽にお取り寄せ
農作物で由仁町の特産品を作り、町の認知度アップを図ろうと、平成21年に制
定された「やっぱり由仁のものがいい条例」。それに伴い町では、地元の野菜や
果物など、安心・安全な農作物を使った6次産業化への取り組みと、その商品の

至長沼t札幌
▼

ターネットショップ「由仁のものがe−Shop」を開設。町民有志が集めた、季節ご
との由仁の情報に触れるとともに、手軽に由仁町の美味しさが楽しめると、道内
をはじめ全国で、少しずつ利用者が増えている。
固http：／／yuninomono，eShop，COm／
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自然と歴史とスポーツに彩られた
さまざまな表情を見せる豊かな町

■邑■

葉山町といえば、北海道最古の蔵元である「小林酒造」ときびだんごの 老
「谷田製菓」の二つの老舗が織りなす「くりやま老舗まつり」を思い出

「ニシンの酢漬けと和寒キャベツと長ひも
じきの胤。店主である酒井弘志さん を二三二二二一

す人も多いだろう。近年はそれに加え、北海道日本ハムファイターズの

あじところ

ん」

葉山監督ゆがJの地としても認知度を高めている。

心尽くしの料理と空間を堪能

‰

15年目を迎える名店。日本料理の職人が作るおまかせ
コースは、地元の季節野菜や米を利用し、ゲストに合わ
せた献立で楽しませてくれる。料理はもちろん、店主自ら

が設計立痙暫＼黍園気に至るまで＼随所に心遣い

芦㌻警誓警て㌍誓ナ吾妻染表
寸ご：ニ￣二親−晰

＝㌻ここ一ご

一二芯㌻

平成1古壷i三高■巌席環茄表音姦舎「雨煙
小学校」若戸成21年にコカ：コ；ラ教育・環境財団の
援により改修されて80名収容の宿泊施設として生ま
変わった。ここでは、里山体験や川体験など約60のプロ
グラムが用意されており、
NPO法人のスタッフや

ボランティアのサポート
によって、子どもから大

人まで幅広く体験でき
る。また、小中学生の

短い夏を盛り上げる恒例の祭り

宿泊学習が行われるな

今年で41回目を迎える、栗山町を代表する夏のイベ
ント。郷土芸能パレードや活みこしが会場を練り歩く

ど、環境教育の場とし

ほか、全道から20団体以上の和太鼓チームが集結し、

ても利用されている。
国栗山町字雨煙別1番4号

迫力ある合奏を披露する。太鼓の余韻に重なるよう
に祭りの最後を彩る、華麗な打ち上げ花火も楽しみ

℡0123−72−1696

凰4月1日〜11月30日9：00〜18：00、12月1日〜3月31日

9：00〜17：00

にしたい。

圏火曜休館

ノダ

日時／7月の第4または第3金曜・土曜
会場／栗山町中央2・3丁目

避ト

、少

問合せ／実行委員会

懐かしい田園風景を少しずつ復元

300以上の露店が並ぶ秋祭り

℡0123−72−1278
叫〉mWW叫一〆′仲山

−

「

9月24日〜2甲に開催される秋祭り0かつて各地の

平成13年に離農跡地24haを活用して始めた「ハサン
ベツ里山20年計画」。トンボやヘイケボタルなど、かつ

祭礼を回った霹天商たちが最後にこの地に集ったと
いう名残から、今でも300以上の露店が並び、毎年

ての生態系を取り戻すため、毎

賑わいを見せている。中でも見どころは、25日に行わ

年5〜11月の第2日曜日を「ハサ

れる獅子舞や御神輿渡御で、神輿は威勢のいい掛

ンベツの日」とし、町内外から集
元に力を注いでいる。

け声とともに町内を練り歩き、祭りに葦を添える。「く
りやま味覚まつり」も同時開催されるので、栗山産の
ジャガイモで作るくりやまコロッケなど、まちの特産品

匝栗山町桜丘3丁目

を堪能してほしい。

まった有志が小川や田畑の復

利用期間／5月上旬〜11月下旬

日時／9月24日〜26日

囲栗山町教育委員会

会場／栗山中央1〜3丁目、桜丘2丁目

℡0123−72−1117

問合せ／栗山観光協会

℡0123−72−1278

￣㌔

歴史と今が程よく混在した

個性的な魅力溢れる町

アイヌ語のヤム・二・ウシ＝栗の木

の繁茂しているところ﹂に起源し︑昭

和24年の町制施行に伴って改称︒北

は屈足山系︑東は夕張山系に続く丘

陵地帯が広がり︑岩見沢市︑夕張市

と接しており︑やや南北に細長く形

が造られている︒また︑渓谷や滝︑公

成された町の北西部に中心市街地

園など豊かな自然に恵まれており︑

四季折々に表情を変える木々や草花

が︑訪れる人々を楽しませてくれる︒

さらに︑観光客を惹き付けるのが︑

歴史を今に伝える老舗の名店や祭

りなど︒北海道最古の蔵元である小

が開催する﹁くりやま老舗まつり﹂は︑

林酒造と﹁きびだんご﹂の谷田製菓

毎年2万人以上の来客数を誇り︑春

のイベントとして広く道民に知られ

また︑スポーツにも力を入れており︑

ている︒

北海道日本ハムファイターズ・栗山

監督が造った﹁栗の樹ファーム﹂やス

ている︒芸術文化面でも︑陶芸や木

キー場︑ゴルフ場など施設も充実し

彫り︑家具といったさまざまな芸術

魅力が詰まった町だと言えるだろう︒

作家の工房が点在するなど︑多彩な

バラエティ豊かな料理に目移りしそう

変わらない味が人気のラーメン店

昭和6年創業の老舗菓子店「美津和」が営むレストラン。

たがみ製麺の直営店として、22年続く店。看板メニュー

平成13年の開業当時から人気の「オムライス」をはじめ、

の味噌を求めて、近郊から訪れるフアンも多い。人気の「ネ

閑静な場所に仔む温泉ホテル

パスタやヒレカツなどの洋食を中心に、セットメニューなど

ギみそ」は、大きなチャーシューと、たっぷり載った栗山産

国道234号線沿いにある、平成元年創業のホテル。宿
泊はもちろん、日帰り入浴を楽しむゲストも多い。館内に
は、広々とした内風呂と開放的な露天風呂があり、ナト
リウムー塩化物泉の 美肌の湯〟としても評判を呼んでい
る。また、季節ごとに企画されるお風呂も人気を集めて
おり、頻繁に訪れる地元客も多い。最大3名まで利用で

幅広いラインナップを誇る。食後は、オリジナルのフレー
バー蜘班でひと息ついて。

の長ネギが印象的。数日寝かせた太い縮れ麺とコクの

団栗山町中央2丁目182番地

圏栗山町桜丘2丁目38番地

匿丑11：00〜16：00

匡司15：30、画17：30〜21：00

国栗山町字湯地91番地

小学生350円

℡0123−72−5000

匝旧曜

30（ショップは通し営業）（11〜2月は凪のみ営業）圏月曜
r

竃訝
変わらぬ製法で変わらぬ味を

℡0123−72−1123

利用時間／日帰入浴は7：00〜22：00

園日帰入浴／大人650円

圏11：00〜団19：45

匡司20：

きる和洋空も30部屋あるので、ゆっくりと温泉を楽しん
で欲しい。

あるスープが後を引く。

℡0123−72−0237

幼児無料、

宿泊／1泊2食付11，000円〜

大正12年に、関東大震災の復興を願って発売された「起
債団合（きびだんご）」。厳選した餅米、砂糖、生絹、麦
芽水飴を使って長方形に成形するなど、創業以来変わ
らない製法を守り続けている。パッケージには、桃太郎を
デザインしており、姉

妹品も多数あり。

そして丁寧な関係が大切」と語る杜氏の南修司さん

固谷田製菓株式会社
国栗山町錦3丁目

首仰■7澤

134番地

北海道最古の蔵元として親しまれる

℡0123−72−1234

国栗山町中央2丁目45番地

明治11年創業の北海道最古の造り酒屋。明治33年
に現在の場所に拠点を移し、早くから道産米を使用した
酒造りに取り組んできた。また、創業者小林米三郎の
生家の「小林家」は明治30年に建築された住宅。平成
18年に登録有形文化財に指定され、平成26年から一
般公開されている。ここ数年で道内でも良質な酒造好
適米を生産できるようになったため、酒の質も格段にア
ップ。屋号を付けた「まる田」の純米酒は、濃醇な味わ
いで冷・爛ともに楽しめる。4月には栗山町を代表する
老舗の谷田製菓とともに開催する「くりやま老舗まつり」
も好評。酒蔵や工場の見学のほか、試飲や試食、即売
会などが行われ、町内外から多くの人々が訪れる。

℡0123−72−5680

匪栗山町綿3丁目109番地

誓：㌢

体が喜ぶ、注目の栗山産玉ネギ
北海道大学と北海道農業研究センター、栗山町が連
携して研究・誕生した玉ネギ。強い抗酸化作用を持つ「ケ
ルセチン（ビタミンP）」を従来の玉ネギの1．5〜3倍含む

ゴルフと温泉を楽しむリゾートホテル
3つのヨルフコースに温泉施設を併設したホテル。温泉
は炭酸水素イオンを多量に含む美肌の湯で、つるつる

ことから、動脈硬化予防やコレステロール値を下げる効
果が期待されている。

固植物育種研究所

しっとり。丘陵風景が一望できる広々とした客室のほか、
家族で滞在できるコテージ、天然温泉付きの客室もあり、
くつろぎながら存分にコルフが楽しめる。
圏栗山町字森

℡0123−72−1001

℡0123−72−6600

利用期間／4月上旬〜11月中旬、10：00〜22：00（日

帰入浴）

日本ハムの活躍を町民みんなで応援
至岩見沢
▼

シャトレーゼコルフ＆
スパリゾートホテル栗山
ノけンベツ里山地区ホーマック

ヾ海戦、栗止讐

箇栗山町桜丘2丁目

℡

」賀

雛

北海道

【璧場 警察署」

．芭

＝発若nUL

ヱ∞

CED

℡012372−0706

㌔

−

く＝

門H

▲1

妨
脾
歩

UL‖HH

①摘弼習

一夕

ポン
スセ

行

疎遠広路

空行等山町①王ホテルパラダイスヒルズ

さて こJ・

2

には、栗山監督へのメッセージが寄せられ、町民や訪れるフアンが一丸となって、
選手の活躍やチームの勝利を応援することができる。

ひつじ八
室蘭本線

谷田製菓

株ずつ植えていくというユニークなシステムを採用。また、「応援メッセージボード」

栗山天満宮

「

小林酒造

花壇がある。この花壇は、チームが勝利するたびに、白星に見立てた白い花を1

栗の樹ファーム

忘．讐

く至長鍋

▲至三笠

国道234号線沿いに位置し、御大師山の裾野に
広がる栗山公園。市民の憩いの場として親しまれているその園内には、栗山町
に縁のある北海道日本ハムファイターズの栗山美樹監督のために設けられた

雨煙別小学校

コカ・コーラ環境ハウス

，∴ 二■■■∴￣∴ ∴：￣
叫．■舟山一八一㌔￣

⊥ノ

．〆￣

ピ

国蝶オオムラサキの北東限生息地
日本昆虫学会により、、国蝶〝に定められている貴重種で、美しい紫色の羽に配さ
れた黄色の斑点の一部が三日月型という特徴を持つ「オオムラサキ」。昭和60
＼年にその生息が栗山町内の御大師山で確認されたことで、現在
は栗山町が日本の北東隈地域とされている。オオムラサキの
発見により、平成元年には御大師山一帯が環境庁（現・環
境省）の「ふるさといきものの里」に選定されたほか、国内推
−の亜種として平成8年には「クリヤマエンシス」という学名
が命名。以来、栗山町のシンボルとして町民に親しまれている。

／＼

、−＼

塊やさ

￣

；−■′hr一．、・J

￣

夕削

1；ゝヾ三・√

至若草沢▼
■
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リパ＿サイド公園」警湖公準／
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南幌ライディングパーク
リバーサイドコルフ場

南幌町
南幌温泉ハート＆ハート

〜′ふ＿サ叫∴ここここ．＿州〆㌦

／ふるさと物産館
ビューロー

きらら街道

〆

＼㌔プ
U、∴・￠

′

高橋菓子舗

一義去声肇還いすの家

セイコーマート●

道の駅マオイの丘公園宮司
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至千歳J轡
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大阪

名古屋

乗京

⑳羽田空港（東京）から約1時間30分
⑳中部国際空港（名古屋）から約1時間50分
⑳関西国際空港（大阪）から約2時間15分
●札幌から華で……………約40分から50分
●新千歳空港から車で……約30分から40分

●苫小牧港から車で………約60分から70分

新千歳空港／レンタカー情報
■トヨタレンタカーポプラ店

√0123−23−01008：00−23．00

■トヨタレンタカーすずらん店

′0123−24−0100800〜23：00

鴨日産レンタカー
■ホンダレンタカー

√0123−27−4123

√0123−40−5353

8：00〜20・00

■ワールドネットレンタカー

√0123−40−8887

8−00〜20：00

■JネットレンタカーSKY新千歳空港店

匹逗0120−49−3711

8．00〜2000

■JR駅レンタカー

√0123−22−8321

800〜20：00

■OTSレンタカー

′0123−27−7000

8：00〜20．00

嶋タイムズカーレンタル

′0123−45−8758

730〜22：00

■オリックスレンタカー

√0123−22−0543

8．00〜2000
700〜23：00

（7月・8月／700〜2300）

（7針8月／700〜2300）

8：00〜2100

■ニッポンレンタカー

′0123−28−0919

鴨北海道ブブレンタカー

函0120−125−851

8：00〜18：00

『バジェットレンタカー

′0123−49−2277

8：00〜20：00

※営業時間は変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。

旧暦罰浪鯉渕◎招∈譲胱
南そらち4町に関するお問い合わせは
■南幌町産業振興課商工観光グループ
『長沼町産業振興課商工観光係

√011−378−2121（代表）
√0123−88−2111（代表）

』由仁町産業振興課由仁のもの事業担当 ′0123−83−2114（直通）
■栗山町ブランド推進課

′0123−73−7518（直通）
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