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埼玉わっしょい〈ホームページ〉
元気いっぱい！！
埼玉農林業　　〈フェイスブック〉〈インスタグラム〉 〈ツィッター〉

https://www.instagram.com
/saitama_wassyoi/

https://www.facebook.com
/saitama.nourin

～東松山農林振興センターだより～元気アップ農林業元気アップ農林業

※生育状況等により収穫時期が変動することがありますので、予め各問合せ先にお問い合わせください。

発行 埼玉県東松山農林振興センター
　〒355-0024　東松山市六軒町 5-1
　TEL 0493-23-8532  FAX 0493-22-1599
　ホームページ　https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b0903/index.html

検索東松山農林

金ゴマクッキー

販売：東松山農産物直売所

東松山市産の金ゴマをたっぷり使っ
たクッキーです。香ばしいゴマの風味
をお楽しみください。

武州ころ柿
100年の歴史ある武州ころ柿。昔ながらの製
法で作られた柿は美しい飴色で自然の甘み
が特長です。（販売時期：12月上旬～2月）
販売：滑川農産物直売所

肉汁うどん
嵐山町産小麦「農林61号」を100％
使った乾麺です。付属の肉汁風味のつ
ゆでお召し上がりいただけます。
販売：嵐山農産物直売所 

JA女性部かぁちゃん味噌

販売：小川農産物直売所 他

小川町の米と大豆を100％使用した、JA
女性部手作りの無添加味噌です。風味豊
かな「ふるさと認証食品」です。

川島カレー

販売：川島農産物直売所

スパイシーな風味とプチっと弾ける
川島町産いちじくの旨味が特長です。

いちご生どら焼き
吉見町産のいちごジャムと生地には同
町産小麦を使用し、いちご特有の爽やか
さとさっぱりした後味が特長です。
販売：道の駅いちごの里よしみ

あんずジャム

販売：上熊井農産物直売所 他

鳩山町特産のあんずを使用し、手作
り、低糖度、添加物不使用のジャムを
作り上げました。

手作りみそ

販売：都幾川農林産物直売所 他

作り手こだわりの厳選した素材を町
内の加工所で手作りした添加物不使
用の個性豊かなみそです。

おやき
中身は切干ミックス、きんぴらごぼ
う、しゃくし菜、おいも＆あんこ。
その場でも、お土産でも楽しめます。
販売：東秩父農産物直売所

＊販売店（●…裏面に位置表示あり）

彩の国 埼玉県

埼玉県マスコット
「コバトン＆さいたまっち」

埼玉県マスコット
「コバトン＆さいたまっち」

体験内容 期　間 市町村 問い合わせ先（■…裏面に位置表示あり） 所在地

いちご狩り

12月～5月
東松山市 1 東松山市農林公園 0493-39-0150 東松山市大谷4212-1

滑川町 2 （有）谷津の里（いちごハウス） 0493-56-5055 滑川町福田2132

1月～5月

嵐山町 3 嵐山観光いちご農園 090-4963-4757 嵐山町鎌形1995付近

川島町 4 Strawberry　Hunt 049-297-7909 川島町上小見野1072

川島町 5 いちごファクトリー 049-297-0471 川島町上八ツ林220-2

川島町 6 いなはら苺farm 090-1612-9205 川島町上八ツ林346

吉見町 7 ストロベリーエンジェル 070-8979-1583 吉見町今泉425

吉見町 8 今西いちご園（高設ハウス） 090-2155-2690 吉見町下細谷950-2

吉見町 9 今西いちご園（土耕ハウス） 090-4074-9496 吉見町谷口355

吉見町 � 内野きよし農園 070-4549-0917 吉見町丸貫338-5付近

吉見町 � PON PON YAMA Strawberry 0493-77-3626 吉見町山ノ下2

吉見町 � 丹羽いちご園 080-6628-2288 吉見町上銀谷276

なし狩り 9月～10月

東松山市 � 栁澤きよ梨園 0493-23-0320 東松山市東平1599

東松山市 � なしやさん 090-4089-2681 東松山市野田1219-1

東松山市 � 加藤農園 0493-22-4277 東松山市東平1763

東松山市 � WAKUWAKUファーム 0493-24-1131 東松山市東平812

ブルーベリー
狩り

6月～8月

滑川町 � ブルーベリーの里 090-5326-7035 滑川町福田3498-1

滑川町 � ヒルトップファーム 0493-56-5240 滑川町福田2134-2

嵐山町 � 観光果樹園ふるさと 0493-63-1970
（有限会社中村石油） 嵐山町古里215

7月上旬～8月下旬 小川町 � 柳農園 0493-72-8128 小川町木部415

8月～9月下旬 小川町 � かねなか農園 090-1775-7218 小川町飯田416-5

6月上旬～8月中旬 川島町 � ＴＯＡ農園 090-2491-9874 川島町曲師112-1

7月～8月 川島町 5 いちごファクトリー 049-297-0471 川島町上八ツ林220-2

6月中旬～9月上旬 吉見町 � ペリー彩園　　 080-5415-4460
(要予約) 吉見町大串741

6月下旬～8月下旬 ときがわ町 � 堂平天文台「星と緑の創造センター」 0493-67-0130 ときがわ町大野1853

みかん狩り 10月下旬～12月

ときがわ町 � 大附園 0493-65-2026 ときがわ町大附380

ときがわ町 � 上野園 090-4528-8339 ときがわ町大附390

ときがわ町 � 柿沼園 0493-65-4818 ときがわ町大附156-2

ときがわ町 � 小山園 0493-65-2025 ときがわ町大附452

ときがわ町 � 井戸下園 0493-65-0156 ときがわ町大附408

ときがわ町 � 山岸園 0493-65-2022 ときがわ町大附420

東秩父村 � 密茸（みたけ）園 0493-82-1047 東秩父村大内沢265

東秩父村 � 皇鈴（みすず）園 0493-82-0330 東秩父村大内沢490

東秩父村 � 見晴（みはらし）園 0493-82-1041 東秩父村大内沢263

東秩父村 � 美門（みかど）園 0493-82-1016 東秩父村大内沢525


