
10 Japan Dairy Council NO.517

トピックス…②

全国121牧場で

8月に「オープンファームディ」開催

TOPICS
-2-

● 期間中の来場者は3万4,000人に上る
酪農家のネットワーク組織である「地域交流牧場全

国連絡会」は毎年８月８日を「オープンファームディ」

と定め、地域の消費者に牧場を開放して交流を深め、

酪農への理解促進活動に取り組んでいる。

今年は８月８日の前後２週間の８月１日から15日ま

でを集中期間と設定し、地域交流牧場全国連絡会の会

員121牧場（19年度は110牧場）が参加した。連絡会事

務局が実施した会員牧場へのアンケートでは、期間中

の来場者は３万4000人に上った。

各牧場では、来場した消費者に牛乳乳製品の原料と

なる生乳の生産過程の見学会を実施したほか、乳牛の

搾乳体験や子牛の哺乳体験などふれあい活動の実施、

自家製の乳製品の紹介など各牧場が工夫した様々なイ

ベントを展開した。

● 酪農家が消費者に窮状を訴える活動も
一方、牛乳の消費低迷に加え、飼料価格の高騰に伴

う生乳生産コストの増嵩で酪農家はかつてないほどの

危機に直面している。このため、今年のオープンファ

ームディでは、中央酪農会議の酪農理解生産者緊急活

動と連動し、「NO MILK NO LIFE ～牛乳のない生活

なんて考えられない～」を合言葉に、酪農家が来場者

に酪農の危機的な状況を説明したリーフレットを配布

して訴え、理解を求める活動を実施した。

連絡会事務局が実施したアンケートによると、参加

した酪農家からは、「新聞やテレビの報道を見て、来

場者が多かった」、「オープンファームディや連絡会の

認知度は低かったが、来場者に存在を知ってもらえ

た」、「酪農を理解してもらうために、消費者との交流

が最も効果的であると感じた。特に、リーフレットを

配布して飼料価格などの高騰による酪農家の窮状と努

力を訴えたが、理解してくれる消費者が多かった」な

どの声が寄せられ、今年のオープンファームディは酪

農への理解促進に一定の成果があった。

地域交流牧場全国連絡会の会員121牧場は8月1日から15日まで、消費者に牧場を開放して交流する「オープン

ファームディ」を開催し、全国で約3万4,000人が来場した。
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● TOPICS

子牛とのふれあい、ラップロール落書き、乗馬、 
牧草地で遊ぼう 

牧場内見学、散策、案内 

歩いて牛乳を飲もう！ 

子牛・ポニー・ヤギ・ウサギとのふれあい（牧場直営店広場） 

搾乳体験、酪農の話、子牛とのふれあい、写真撮影、 
ソフトクリーム割引 

バター作り、四葉のクローバー探し、牧草地散策 

牧場見学・搾乳体験コース（牛乳・アイスクリーム付） 
料金2,000円（60～90分）　※期間中グッズプレゼント 
９：45～、10：45～、13：45～、14：45～（４回予定） 

農場施設開放（見学無料）、チーズ工房見学、チーズ２割引、 
フロマージュブラン試食（数量限定） 

牛乳無料試飲、搾乳・バター作り体験（アイスクリーム付）、 
体験の様子をハガキ印刷（希望者）、牧場内散策、 
ポニー・羊・子牛とのふれあい、スケッチ（用紙・用具の用意あり） 

乳搾りを体験した方にチーズをプレゼント 

動物ふれあい体験、牧場散策、牛のお話（体験料通常の半額） 
※60分程度 

牧場内案内 

牧場散策された方にグッズプレゼント 

搾乳体験、アイスクリーム作り、バター作り 

牧場開放、来場者に牛グッズプレゼント 

無料：牧場見学、哺乳体験、搾乳体験、ポニー乗馬、牛乳試飲 
有料：アイスクリーム販売 

グッズプレゼント（ジェラートショップ） 

７／25：白滝遺跡・登呂遺跡めぐり酪農体験（30名） 
８／１：親子酪農体験（コープ札幌）（50名） 
８／３：北見市登呂町かもめ保育所（35名） 

乳搾り、バター作り、アイスクリーム作り 

ゆめ里フェスティバル08in山田牧場 
乗馬、飲食（焼肉、鉄板焼き、フライ、綿飴） 

酪農体験に参加された方にグッズプレゼント 

牧場開放、フリーマーケット 

牧場開放、子牛・小動物とのふれあい 

牧場開放 

牧場開放 

牛乳200mlが期間中100円、牧場案内 

牧場内見学（無料） 

牧場開放 

高校の生徒が対応（夏休み実習、８／14開講予定） 
※事前に申込が必要 

１日体験：基本料金１名2,000円（乳児無料）、入場料無 
牧場開放時間：10：00～15：00（雨天決行） 
体験メニュー：酪農講話10：00～、搾乳・餌やり・哺乳11：00～、 
昼食（各自持参※）12：00～、バター作り13：00～、 
牧場周遊バス（芝生広場行）14：00～、解散15：00 
※単品メニュー希望の方には応相談 

牧場を散策して、いろんな動物と出会おう！！ 

６日：棒パン作り、バター作り体験（十和田市子供連合会） 
８日：バター作り体験、乳搾り体験（自由参加・サービス価格） 
９日：グリーンファームコンサート（前澤弦楽合奏団） 

重さを当てよう－ウェイトQ、ロール乾草と友達Time、 
ヤギと一緒にウォーキングTime

牧場見学（無料、通常300円）、グッズプレゼント 

期間中の主なイベント内容 

８月８日～10日 

８月１日～３日 
８月８日 
８月９日～10日 

８月10日 

８月３日～５日 

８月１日～15日 

８月８日～14日 

８月２日～15日 

８月８日～10日 

８月11日～13日 

８月８日～15日 
８月１日～15日 
８月６日 
８月８日 

７月13日 

８月８日 

７月25日～８月10日 

７月20日～８月31日 

８月９日 

８月10日 
９月14日 
８月10日 
８月10日～20日 
８月１日～15日 
８月１日～10日 
７月31日～８月15日 
８月１日～９月15日 

８月１日～15日 

８月１日～15日 

８月11日～12日 

８月６日～９日 

８月９日～10日 

８月８日 
実施期間（平成20年） 

荒川牧場 

浦幌町模範牧場 
AB-MOBIT 小笠原牧場 
大津牧場 

小川牧場 

オシダファーム 

カントリーファーマーズ藤田牧場 

㈲セイランドファーム 

種市ファーム　シンフォニーファーム 

高橋体験牧場 

中河ノブファーム 

ノースプレインファーム㈱ 
馬場牧場 
ますこ牧場 
むらかみ牧場 

友夢牧場 

リバティヒル広瀬牧場 

レークランド久保牧場 

渡辺体験牧場 

山田牧場 

㈲レークヒル牧場 
牧場「タカラ」 
㈲岡田牧場 
草笛牧場 
大山牧場 
㈲半田ファーム 
冨田ファーム 
ビクトリー牧場 

中標津農業高等学校 

リリィヴィレッジ竹田牧場 

農事組合法人　共働学舎新得農場 

カワヨグリーン牧場 

斗南丘牧場 

明郷伊藤☆牧場 
牧　　場　　名 

青 森 県  
バター作り体験、親子牧場クイズ大会、 
斗南丘酪農開拓記念展 ８月９日～10日 原牧場 

牧場見学会、手搾り体験、子牛とお散歩、 
ショーマンシップ体験、ファームキャンプ ７月26日～８月10日 ＡＢＩＴＡＮＩＡジャージーファーム 

北 海 道  

都道府県 

「オープンファームディ」開催牧場一覧 

搾乳体験（550円）、バター作り体験（550円） ８月９日～17日 安比高原牧場 
岩 手 県  乳搾り体験、バター作り、アイスクリーム作り、牧場探検、 

牧場クイズラリー、ロールお絵かき、焼肉フェスタ  ８月９日～16日 くずまき高原牧場 
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じゃがいも掘り、じゃがバター作り 
（10：00～、14：00～の２回予定） 

乳搾り体験、牛とのふれあい 

牛の餌やり体験、バター作り体験、牧場自由見学 

７／26：地域交流もちつき大会（無料、フラダンスの会来場）、 
バーベキュー大会、牛乳料理レシピの配付、牛乳料理１品無料 
７／27～８／２：牧場クイズ、小動物とのふれあい 
（農産物の景品あり） 

牛乳・ソフトクリーム50円引き 

バター・アイスクリーム作り、ヤギ・ウサギ・牛への餌やり（土・日） 

８／１：職場体験（筑波大付属坂戸高校） 
８／６：夏休みアウトドア体験教室９：00～12：00 
（小学校３年生～６年生：30名） 

搾乳体験（無料）11：00～、14：00～２回予定（各50名） 
バター作り体験（300円）10：00～（先着20名） 
ラップサイレージに落書き体験（無料）全日、 
牛のスケッチ会（無料）全日 

「親子畜産教室」 
内容：搾乳体験、心音を聴かせる、場内案内、アイスクリーム作り 
開催時間：７日午前・午後、８日午前（計３回） 
動物とのふれあい、 
ソフトクリームお買上げの方、牛乳200mlプレゼント 
（先着200名） 

７／19・25・31、８／１・８：牛とのふれあい 

酪農体験（小学生対象） 

星座観察会 
８／15～17：搾乳見学、酪農体験、バター作り、 
キャンプファイヤー（ボーイスカウトキャンプ） 

カブト虫狩り 

牧場一般開放 

酪農体験（乳搾り、バター作り、ブラッシング、餌やり） 

牧場見学（高校生対象）、生協組合員との交流会 

牛とのふれあい、搾乳体験 

親子でまきばで体験交流 

牧場開放 

７／30：小垣江東小早朝体験、８／５：刈谷市親子見学、 
８／21：中央の家畜保健衛生所ファームＴＯテーブル酪農体験 

牧場開放 

牧場開放、ふれあい体験、餌やり体験 

手作りチーズでピザ焼き、 
野外で楽しむゲームでアイスボール作り 

牧場開放 

牧場開放 

親子ふれあい体験 

生協等の交流会 

牧場内で牛、畑、酪農情勢等の説明 
（ジェラートショップで集合しツアーを組む） 

『おかえりなさい祭り』実施 

期間中の主なイベント内容 

８月１日 

８月10日 
８月３日 

７月26日～８月２日 

８月１日～７日 

８月１日～15日 

８月１日～15日 

８月10日 

８月７日～８日 

８月10日 

７月19日～８月８日 
８月９日 

８月２日～17日 

７月19日～８月24日 
８月８日～10日 
８月８日～９日・23日 
８月１日～10日 
８月18日 

８月７日 

９月６日 

７月30日～８月21日 

８月６日～ 
８月８日 

８月８日～10日 

８月10日 
８月 
７月29日 

８月１日～ 

８月13日～14日 

８月13日～15日 

実施期間（平成20年） 

デイリー泉崎 

総合教育ファーム植木農場 
佐藤牧場 

体験館 “TRY”“TRY”“TRY” 

渡辺牧場 
彩の国ふれあい牧場 
埼玉県秩父高原牧場 

シンボライズファーム亀田牧場 

吉田牧場 
牧場のログハウス「ちちぶ路」 

（財）東京都農林水産振興財団 
青梅庁舎 

関口牧場 

福田牧場 
扇屋牧場 

大畑牧場 

デーリィランド 
仁藤ファーム 
松下牧場 
森島牧場 
馬瀬口牧場 
社団法人 
岐阜県農畜産公社東濃牧場 
有限会社牧成舎　鮎の瀬牧場 

清水牧場 

㈲ミルキーファーム 
デイリーパラダイス 

有限会社大東牧場 

牧場みずの坂Ｗｅｓｔｈｉｌｌ 
冨谷牧場 
Ｎ，Ｄふぁーむ 

四日市酪農四日市市ふれあい牧場 

フジタファーム 

新川育成牧場 

牧　　場　　名 

福 島 県  

茨 城 県  

栃 木 県  

群 馬 県  

埼 玉 県  

東 京 都  

神奈川県 

静 岡 県  

岐 阜 県  

愛 知 県  

三 重 県  

新 潟 県  

富 山 県  

都道府県 

乳搾り体験（300円）、バター作り体験（500円）、 
チーズ作り体験（500円）、アイス作り体験（800円）、 
落書きロール　　※８／８は乳搾り体験無料 

手作り体験、ツール配布 

牧場開放 

ヤギのヤスコと同じ名前の方（ヤスコさん）ソフトクリーム無料、 
来場者抽選会、商品・グッズプレゼント、アンケート 

８月２日～15日 

８月10日～16日 
８月１日～15日 

８月９日～10日 

蔵王酪農センター 

ミルクファーム蔵王 
佐藤牧場 

蔵王マウンテンファーム山川牧場 

子牛とのふれあい、牛乳の試飲、 
牛舎開放モグモグ体験 ８月10日～11日 南蔵王不忘高原牧場 

宮 城 県  

秋 田 県  

山 形 県  牧場開放 ８月10日～12日 田中牧場 
命が生まれる瞬間を共有 
（期間中８頭お産予定） ８月８日～15日 川合牧場 

アイスクリーム、バター、チーズの手作り体験 

８／３・10：牧場イベント 

牧場に来てもらい、牧場を知ってもらい、酪農を知ってもらう。 

８月８日～10日 
８月３日～10日 
８月３日～10日 

あしびきの牧　有限会社マルガー 
農事組合法人ホリ牧場 
有限会社平松牧場 

石 川 県  
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● TOPICS

消費者との交流、牧場開放、手作りバター体験 

牧場開放 

乳製品全商品２割引、バター振り体験と牛の話（先着30名）、 
会費無料、アイス試食会、牛乳試飲会 

消費者との交流、牧場開放 

牛・やぎ・ロバとのふれあい、エサやり 

ビッグロールのお絵かき、来年の干支【牛】との写真撮影 

乳製品の割引、消費者との交流 

ソーセージ作り、バーベキュー、キャンプ、 
朝の搾乳見学とエサやり、鶏の卵拾い、犬の世話、 
ポニー乗馬体験 

消費者との交流、牧場開放 

消費者との交流、牧場開放 

リリィーと遊ぼう（Ｇコープ生協のアイドル牛）、 
イチゴ100％かき氷のプライス販売、 
シャーベットのプライス販売、県酪乳製品の販売 

乳製品の割引、牧場開放 

消費者との交流、牧場開放、乳製品割引 

消費者との交流、乳製品割引 

消費者への乳製品の割引、牧場開放 

子牛のブラッシング、牧場見学、乳製品の試食 

乳搾り体験、ソーセージ・アイスクリーム・バター作り体験、 
カブト虫ふれあい体験 

親子で酪農体験、牛さんの絵を描こう 

牧場でツリーハウスの上からそうめん竹流し体験、 
ダッチオーブンで五目ご飯作り、竹でＭＹはし作り体験、 
竹そうめん流し設営 

牛乳の無料試飲、牧場開放、バター作り体験 

牧場案内、アイスクリーム作り体験 

子どもだけで一日酪農体験、一日酪農家体験 

８／16・17：屋外キャンプ（子ども50名） 
８／２：親子牧場体験 

消費者との交流、牧場開放 

乳搾り、フンカキ、草やり、バター作り体験、 
動物と遊ぼう（ウシ、ヤギ、ミニ豚、うさぎ、にわとり）、 
ヤギと散歩、クイズ、絵本の読み聞かせ 

乳搾り、フンカキ、草やり、バター作り体験、 
動物と遊ぼう（ウシ、ヤギ、ミニ豚、うさぎ、にわとり）、 
ヤギと散歩、クイズ、絵本の読み聞かせ 

牛・その他の動物とのふれあい 

期間中の主なイベント内容 

８月１日～８日 
６月15日（父の日） 

８月７日～10日 

８月１日～８日 
８月23日～30日 
８月２日～８日 
８月１日～８日 

８月23日～24日 

８月１日～８日 
８月１日～９月30日 

８月８日～15日 

８月１日～８日 

８月15日～31日 
８月４日 
８月８日～10日 
８月８日～10日 

８月１日～17日 

８月７日～８日 

８月10日～ 

８月３日～ 
８月８日～ 
７月23・24日 
８月１・２・23・24日 

８月１日～17日 

８月１日～９日 

８月２日～３日 

８月２日～３日 

８月９日～10日 

実施期間（平成20年） 

吉村牧場 ミルキーファーム 
農事組合法人　白木牧場 

ヨコオ牧場 

㈲ナカシマファーム 
さとむら牧場 
オオヤブデーリーファーム 
ナチュラルフーズ 

モーモーファーム 
㈲フレンドリー竹原牧場 

㈲山田牧場 
トヨナガ牧場 

ＨＩＲＡＫＩ ＤＡＩＲＹ 森北牧場 

㈲坂本牧場 
㈲プチファーム 
ミルクファームフルショウ 
由布院うらけん牧場 
中西牧場 
ダイワファーム 

㈲高千穂ディリーファーム 

最勝寺牧場 

源光農場（鳩野牧場） 

㈲内ファーム 
山の牧場 

きいれ牧場 

上床牧場 
アンの家 
和田哺育所 
和田畜産 

きゆな牧場 

美花城牧場 

岡崎牧場 
（旧名：鹿嶋牧場） 

牧　　場　　名 

福 岡 県  

佐 賀 県  

長 崎 県  

熊 本 県  

大 分 県  

宮 崎 県  

鹿児島県 

沖 縄 県  

高 知 県  

都道府県 

ミーハナグスク 

牛乳50円引き、牛の話 

餌やり体験、お話、子牛とのふれあい 

バター作り体験 

牧場体験（小学校・子供会） 

わくわくこども塾（宿泊型教育ファーム） 

人と牛の心音比べ 

乳搾り、アルペンホルンに挑戦 

来場の子供に記念品配付 

牧場開放 

酪農体験後アイスクリームサービス 

８月８日 

８月１日～15日 

７月30日～８月13日 
８月15日～17日 
８月８日～10日 
８月８日～10日 

８月24日 

８月８日～10日 
８月１日～15日 
８月10日 

神戸市立六甲山牧場 
（財）神戸みのりの公社 
フラワーステーションファーム 
花房牧場 

山根牧場 
伊藤牧場 
池田牧場（遊牧民） 
やまね牧場 
（有）船方農場 
みどりの風協同組合 
しおのえふじかわ牧場 
広野牧場 
三井牧場 

兵 庫 県  
花火大会、搾乳体験、子牛のミルクやり ９月１日～２日 モ～娘のおうち 

ｓｐｒｉｎｇｓ ｆａｒｍ 

島 根 県  

広 島 県  

山 口 県  

香 川 県  

牛の前の大地の踊り 

マグネットフィッシング、バニラアイス体験 

８月15日～16日 
８月13日～15日 

山田牧場 
大阪府民牧場 

滋 賀 県  
大 阪 府  

子牛とポニーの展示（売店）、牧場への来場呼びかけ 

牧場見学、くじ引き（当りが出たらグッズプレゼント） 

牧場開放 

８月７日～８日 
８月７日～12日 
８月12日 

ラブリー牧場 
田嶋牧場 
名津井牧場 

福 井 県  


